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はじめに

2011 年 3 月 11 日に、東日本を襲った悲劇は、多くの人命はもちろん、人々の暮らしを長く守ってきた住ま
いや職場を一瞬にして奪い去ってしまいました。あの日から 4 年以上がたちましたが、未だにたくさんの人々が、
仮の住まいでの生活に苦しんでいます。被災を受けたすべての方々に改めてお悔やみを申し上げます。
この東日本大震災を含んだ現代の災害は、災害による建物の倒壊やインフラの断絶といった人間が作り出
した環境の崩壊によっても多くの人命が失われるという所に、大きな特徴を持っています。そうしたことを未然
に防ぐ、「いのちを守るまちや家」はどのようにすれば実現することが出来るのでしょうか。本企画は、そのような
問題意識に則って企画されたもので、日本を代表する都市・建築の専門家組織、（通称 建築系五団体注）が、
第三回国連世界防災会議の仙台での開催に合わせて、立ち上げました。
今回のパブリックフォーラムは、「いのちを守るまちづくり／家づくり」というテーマで各分野の専門家や実務
家が一堂に会して、議論するもので、内容は一般にもわかりやすいように配慮されています。午前中は、復旧
～復興セッションとして、東日本大震災の復興の課題について主に議論します。未だ多くが知られていない
福島での問題、先行する宮城・岩手で比較的うまくいっていると思われる事例（BBB: Build Back Better）の
紹介などが行われます。午後は、防災・減災のセッションとして、来るべき災害に強いまち／家づくりについて
いっしょに考えるもので、予想される首都直下型災害などへの対応などが話し合われます。また、午前と午後
に、それぞれ海外からの著名な研究者による基調講演も行われます。
これら一日を通じて、政府関係者や専門家はもちろん社会の構成メンバーそれぞれが、安全を確保する
ために、必要な事柄を共有していきたいと考えております。
是非、この機会に災害に対する理解を深め、これからのまちづくり／家づくりに役立てていただければ幸い
です。
日本建築学会 会長 吉野 博

注：建築系五団体とは、我が国の建築設計・施工に関わる主要な団体で、建築士、建築家といった設計に携
わる職能、施工などの建設業、さらにはそうした専門職の教育や研究に携わる様々な人たちから構成されて
います。
一般社団法人 日本建築学会
公益社団法人 日本建築士会連合会
一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会
公益社団法人 日本建築家協会
一般社団法人 日本建設業連合会
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Introduction
On the 11th of March, 2011, the tragedy that struck eastern Japan instantly destroyed not only many
precious lives but also homes and workplaces which had long provided people with shelter and a means
of living. More than four years have already passed, but many people are still experiencing great hardship
while living in temporary housing. To all such victims, I once again extend my deepest sympathy.
A major feature of today’s disasters including this Great East Japan Earthquake is that the loss of many
human lives in fact results from disruption of the environment produced by humankind, such as the
collapse of buildings and breakdown of infrastructure. How can we realize the objective of ‘Designing for a
Safe and Secure Home and Community’ in order to prevent such tragedy? Designed based on such
problem awareness, this project has been launched by a group comprising Japan’s leading urban and
architectural experts (known as Japanese Five Associations of Architecture*) to coincide with the Third
United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction to be held in Sendai.
This Public Forum provides experts and professionals of relevant fields with a venue to assemble for
discussions based on the theme; ‘Designing for a Safe and Secure Home and Community’. Consideration
has been given to its programs to ensure they are easily understood by the general public. During the
morning session under the theme of reconstruction from disaster, discussions will be primarily based on
issues concerning the Great East Japan Earthquake. The session includes the introduction of problems
still remaining in Fukushima, many of which are still unknown, and the leading examples of Miyagi and
Iwate prefectures which are considered relatively successful (BBB: Build Back Better). During the
afternoon session under the theme of disaster risk reduction, we will exchange ideas for the creation of a
safe and secure community and home which can withstand future disasters, while discussing various
measures including those concerning the anticipated near-field earthquake in the Tokyo Metropolitan Area.
In addition, the morning and afternoon sessions will each have a keynote lecture by a prominent
researcher from overseas.
The aim of the Forum is to provide an opportunity, throughout the day, for government officials and
professionals as well as each member of the public, to share matters necessary to secure their safety.
I hope that all participants will enhance their understanding of disasters and thereby contribute to future
community and home development.
Hiroshi Yoshino
President
Architectural Institute of Japan

*Japanese Five Associations of Architecture is a major organization engaged in Japan’s architectural
design and construction, and consists of various people such as architects and other professionals who
exercise their skills in design and construction, as well as those involved in education and research of the
said fields of their profession.
Architectural Institute of Japan
Japan Federation of Architects and Building Engineers Associations
Japan Association of Architectural Firms
The Japan Institute of Architects
Japan Federation of Construction Contractors
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国連防災世界会議パブリックフォーラム「いのちを守るまちづくり／家づくり」プログラム
開会の辞
主旨解説

吉野博
小野田泰明

��セッション：復��復興－災�か���直るために
■復興の実情と課題

司会：安田直民

基調講演１：Seismic Safety in the Developing World
基調講演２：福島の現状と復興の課題

Sudhir Jain
鈴木浩

(09:40-10:00)
(10:00-10:20)

塩崎賢明
砂金隆夫
渡邉宏
鍋倉孝行
坂口大洋

(10:20-10:35)
(10:35-10:45)
(10:45-10:55)
(10:55-11:05)
(11:05-11:25)

(09:30-9:35)
(09:35-9:40)

■復興にかかわる建築専門家
科学的・専門的知見の提供と課題
応急危険度判定：町医者としての建築士
復興・まちづくりとコミュニティアーキテクト
東日本大震災に果した「日事連・被災三県建築復興支援センター」の役割

■本震災における Build Back Better 事例

福島県における木造仮設住宅への取り組み－ログハウス型を中心に－
防災集団移転における丁寧な合意形成プロセスの力：岩沼市玉浦西地区
復興から未来のまちを実現するために－岩手県釜石市
大学による被災自治体の支援
槻橋修
「失われた街」模型復元プロジェクト
JIA 東北支部宮城地域会の石巻市北上での復興支援活動
手島浩之
■討論：BBB を妨げるもの実現するもの
坂口大洋（司会）
楢橋康英
姥浦道生
平野勝也
手島浩之

(11:25-11:35)
(11:35-11:45)
(11:45-12:30)

－休憩－

(12:30-14:00)

��セッション：�災��災－災�に強い���家�く�

司会：薛松濤
基調講演３：Important Factors in Community-Based Disaster Risk Reduction
George Haddow

(14:00-14:20)

■東日本大震災を体験して
東日本大震災を体験して－津波と防災－
東日本大震災における建物被害の実態と教訓－振動被害を中心として

田中礼治
源栄正人

(14:20-14:30)
(14:30-14:40)

■教訓を未来へ
想定外災害に強い都市と建築（超高層、機能維持、エリア防災）
久田嘉章
複合都市型災害に強い都市づくりを目指して～教訓を活かした地域づくりの課題～
加藤孝明
災害に強いエネルギー需給の考え方（省エネ、平常時と非常時）
田辺新一

(14:40-14:55)
(14:55-15:10)
(15:10-15:25)

■強い環境をつくるために
建築構造の安全確保のために考えること
強い環境を作る建設産業の役割

■ラウンドセッション

閉会の辞

－ 3 －

金箱温春
前野敏元
源栄正人（司会）
久田嘉章
田辺新一
金箱温春
前野敏元

(15:25-15:40)
(15:40-15:55)
(16:00-16:55)

古谷誠章

(16:55-17:00)
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Architectural Profession

ABSTRACT: Since the Great East Japan earthquake on March 11 th 2011, the government, the victims and the
professionals have been making huge efforts for the reconstruction, Tohoku region is still facing difficulties and
challenges of reconstruction because the issues are wide-ranging and complicated.
Housing, building and urban specialists occupy an important role to solve the complicated issue and to achieve a
valuable reconstruction. Japanese five major associations of architecture cooperate to organize the public sessions
for The Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction as a responsible multi-stakeholder.
In these four years, there are many acceptable contributions by the professionals including major associations of
architecture. During the experiences, some specialists especially who have been involved actual reconstruction
projects aware that to bridge between two different social structures, community and government, might be a key of
the success of reconstruction. Therefore, we, as responsible specialists have to have the wide vision from daily
efforts for disaster risk reduction to rational reconstruction practices just after the disaster. Through the event, the
visions, ideas and knowledge of building up a reliable environment to save our lives will be shared among
architectural specialists, other professionals and the audiences.
Keywords; Disaster Risk Reduction, Reconstruction, Architectural Profession, UN World Conference for DRR
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Seismic Safety in the Developing World
Sudhir K Jain *
BIOGRAPHY: He (born 1959, India) has taught structural/earthquake engineering at Indian Institute of
Technology Kanpur since 1984. He is on leave to the new Indian Institute of Technology Gandhinagar (IITGN) in
Ahmedabad to shoulder the responsibilities of its Director since June 2009. Dr. Jain holds a Bachelor of
Engineering degree from the University of Roorkee, and Masters and Doctoral degrees from the California Institute
of Technology, Pasadena. He was elected to the Board of Directors of the International Association for Earthquake
Engineering in 2000, and is currently its President.

The Journey Towards Seismic Safety in India
Large parts of India are prone to damaging earthquakes, and a large inventory of our constructions is prone to
damages in strong shaking. Very high numbers of death in several Indian earthquakes in recent years clearly
underline this problem. Notwithstanding the “problem”, India has made a good progress on the road towards seismic
safety in recent times and the lecture will trace this journey towards seismic safety and underline the challenges and
tasks that lie ahead.
Earthquake safety is a rather challenging and sophisticated problem. In addition to engineering, it must involve
social, political and economic interventions. Research articles, reports, microzonation maps, codes are all means to
the end of improving what gets built on the ground, and do not make any difference till this end is realized. Hence, a
narrow view of earthquake safety from ‘earthquake’ viewpoint cannot be effective and the focus must shift from
‘earthquake engineering’ to ‘good building constructions’. In a country such as India where basic systems for good
constructions are lacking, any interventions at the ‘earthquake engineering’ must go together with interventions
towards better constructions.
In developing countries such as India, the earthquake problem often consists of two parts. One part is that of the
‘non-engineered constructions;’ that is, unsafe buildings built by the public without engaging the engineers and
architects. The second part of the problem is that even when buildings are constructed under engineering supervision,
these may not be safe and may not comply with the codal requirements. For instance, the 130 multistorey buildings
that collapsed in Ahmedabad (located 220 km away from the epicenter of the Bhujearthquake in 2001) clearly
illustrate second part of the problem.
The first significant developments in India took place in Quetta in the 1930’s with first earthquake resistant
constructions after the Mach (1931) earthquake, followed by post-1935 earthquake reconstructions. The next phase
of development happened in late 1950’s-early 1960’s when (a) teaching and research in earthquake engineering
started at Roorkee (b) the Indian Society of Earthquake Technology (ISET) was established, and (c) a formal
seismic code (IS1893) was published by the then Indian Standards Institute. As a result, good earthquake engineering
practices could be incorporated in many major projects such as dams and power plants in India.
The next significant movement on the road to seismic safety started in early 1990’s with (a) development of ductile
detailing code for RC structures (IS13920-1993), and (b) a massive continuing education programme initiated by IIT
Kanpur to take the practice of earthquake engineering to the professional engineers. As a result, a significant number
of professional engineers in India were well conversant with earthquake engineering by the time of 2001 Bhuj
earthquake. This earthquake itself was another watershed event: a) it created an unprecedented level of awareness
and concern for seismic safety, b) triggered most states and cities in the country to make seismic codes mandatory,
*

Contact Author: Sudhir K Jain

e-mail: skjain@iitk.ac.in
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and c) helped launch the National Programme on Earthquake Engineering Education (NPEEE) by the seven IITs and
the IISc with support from the Ministry of Human Resource Development (MHRD) to take the subject into our
engineering and architectural colleges. A review of proceedings of the Structural Engineers Forum of India (SEFI)
shows the depth to which the subject has now penetrated into the academic and professional community in India;
creation of SEFI in 2003 itself was a response to the 2001 Bhuj earthquake.
Clearly, compared to numerous other developing countries, India has come a long way on the road to earthquake
safety. And yet, a lot remains to be done before this journey is completed. Foremost among the unfinished agenda
are: a) competence-based licensing of engineers in general and structural engineers in particular, and b) enforcement
of building codes by the municipal authorities. Finally, we need to develop building typologies that are inherently
safe against earthquakes, particularly keeping in view the non-engineered constructions.

* Director, and Professor of Civil Engineering, Indian Institute of Technology Gandhinagar
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ABSTRACT:
1.

Triple disaster in Fukushima
The Great East Japan Earthquake 2011.3.11 attacked Fukushima Prefecture with a triple disaster: earthquake, tsunami

and a nuclear power plant disaster. It had affected details of victims in Fukushima Prefecture. Almost all victims in the
tsunami disaster area were killed directly by the tsunami, but victims from areas of the nuclear power plant disaster also
died due to stress and despair during long-term and wide spread evacuation. Some municipalities which were attacked by
the tsunami and nuclear power plant disaster included victims of both tsunami and nuclear disaster.
2.

Peculiarity of Great East Japan Earthquake and Fukushima Nuclear Power Plant Disaster
The nuclear disaster has damaged municipalities severely, so the reconstruction of our damaged hometown will be

difficult and require a long time. Therefore, support for evacuees must extend across the whole country and for a long
period too. Additionally, the nuclear power plant accident itself requires an incredibly long period for recovery. Recovery
and reconstruction must support a huge number of stakeholders to recover and rehabilitate their own livelihood and will
include many opportunities to make a lot of decisions. But these stakeholders are divided and segmented by many reasons
such as evacuation orders based on radiation dose and the decisions are situated in conflicts of interest.
3.

Recovery & Reconstruction of Damaged and Affected Areas
The central government launched acceleration policies for recovery and reconstruction of devastated areas in Fukushima

since March 2012. The central government and Fukushima Prefectural Office have realized that the recovery and
reconstruction had to support evacuees coming back to their hometowns as soon as possible, so policies mainly took the
form of many measures for recovery and reconstruction of hometowns.
4.

Long term Evacuees and Recovery of their Livelihood
Naturally evacuees could not get sufficient livelihood, housing, jobs, social welfare and community care etc. in

evacuation areas. Especially evacuees who came from outside of the evacuation directive area could not get public support
for their livelihood.
5.

Recovery and Reconstruction Plans of Municipalities
As of April 2014, there were 10 municipalities which included evacuation directive areas and there are 7 municipalities

that evacuated their municipal offices to other municipalities’ territory. They have been working on making their recovery
and reconstruction plans. At the beginning stage of the recovery and reconstruction planning process, there were a lot of
controversial issues between municipal office and residents, for example safety standards of radioactive contamination,
effectiveness of decontamination, temporary radioactive contaminated waste fields, compensation, support for evacuees
livelihood etc. Specifically, many recovery and reconstruction committees had positioned every evacuee’s livelihood
support as the most important issue. Nowadays the central government, prefectural office and municipalities have to carry
plans into actions with effective measures.
6.

Conclusion
Fukushima Nuclear Power Plant disaster is the third atomic disaster in Japan and also it is third nuclear disaster in the

world. It should be very important to dispatch our lessons of Fukushima Nuclear Power Plant disaster to the world.
We realize that it is so difficult to arrange a round table and to achieve understanding among many stakeholders. I
suggest two subjects as follows: information platforms which prepare transparent, valid and swift information and that
everyone shall be able to access, and round tables which prepare opportunities for every stakeholder to join the process of
decision making.
Current condition after the triple disaster in Fukushima and main
issues for recovery and reconstruction
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 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࣭ᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨ 1 ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢཎⓎ
⅏ᐖࡢⓎ⏕ࡽ 4 ᖺࢆ㏄࠼ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࡕࢁࢇ
⚟ᓥ┴ෆ࡛ࡶྛᆅ࡛ᆅ㟈⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋኴᖹὒ㠃ࡋ
࡚࠸࡞࠸͆୰㏻ࡾ͇ゝࢃࢀࡿᆅᇦ࡛ࡶ㟈ᗘ 6 ௨ୖࢆグ
㘓ࡋࠊ㡲㈡ᕝᕷࠊ㒆ᒣᕷ࡞ࡣᕷᗇ⯋ࡀࡁ࡞⿕ᐖࢆཷ
ࡅࡓࠋࡑࡋ࡚ኴᖹὒ㠃ࡋࡓᆅᇦ࡛ࡣὠἼ⅏ᐖࡶくࢃ
ࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢࢺࣜࣉࣝ⅏ᐖࡢ≉㉁ࡣࠊ⚟ᓥ┴ෆ㟈⅏㛵
㐃Ṛ⪅ࡢศᕸࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⚟ᓥ┴ࡢ⿕ᐖሗ㸦2015
ᖺ 1 ᭶ 6 ᪥Ⓨ⾲㸧ࡼࡿ 3,662 వྡࡢ≛≅⪅ࡢ࠺ࡕࠊ
ࠕ┤᥋Ṛࠖࡣ 1,603 ேࠊࠕ㛵㐃Ṛࠖࡀ 1,834 ே࡛࠶ࡿࠋࠕ┤
᥋Ṛࠖࡀᅽಽⓗከ࠸ࡢࡣ᪂ᆅ⏫㸦100 ே㸧ࠊ┦㤿ᕷ㸦439
ே㸧ࠊ༡┦㤿ᕷ㸦525 ே㸧ࠊᾉỤ⏫㸦149 ே㸧ࠊ࠸ࢃࡁᕷ
㸦293 ே㸧࡞ࡢὠἼ⿕⅏ᆅ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ┤᥋Ṛࠖ
ࡶࠕ㛵㐃Ṛࠖࡶከ࠸ࡢࡀ༡┦㤿ᕷ㸦467 ே㸧ࠊᾉỤ
⏫㸦342 ே㸧ࠊ࠸ࢃࡁᕷ㸦128 ே㸧࡞࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ
ὠἼཎⓎᨾࡀࡶࡁ࡞⅏ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓἢᓊᆅ
ᇦ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊ㣤⯓ᮧ㸦42 ே㸧ࠊᕝಛ⏫㸦22 ே㸧ࠊ⏣
ᮧᕷ㸦11 ே㸧ࠊⴱᑿᮧ㸦29 ே㸧ࠊⴥ⏫㸦126 ே㸧ࠊ⇃⏫
㸦108 ே㸧ࠊᐩᒸ⏫㸦276 ே㸧ࠊᕝෆᮧ㸦79 ே㸧ࠊᴍⴥ⏫
㸦103 ே㸧㸧ࠊᗈ㔝⏫㸦39 ே㸧ࡣࠊཎⓎ⅏ᐖࡼࡿ㑊㞴⪅
ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᆅᇦࡔࡀࠊࡑࡇ࡛ࡣࠕ┤᥋Ṛࠖẚ
࡚ࠕ㛵㐃Ṛࠖࡀᅽಽⓗከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺⅏ᐖࡢࡶࡗࡶ῝้࡞ែࢆ♧ࡍ≛≅⪅ࡢ
ෆヂࢆࡳ࡚ࡶࠊ⚟ᓥ┴ࡢཎⓎ⅏ᐖࡢ≉㉁ࡀᾋࡧୖࡀࡗ
࡚ࡃࡿࠋཎⓎ⅏ᐖࡣᗈᇦ㑊㞴ࡶࡶࡓࡽࡋࡓࠋ2015 ᖺ 1 ᭶
6 ᪥ ⌧ ᅾ 㸦 ⚟ ᓥ ┴  ࡼ ࡿ ⿕ ᐖ  ሗ 㸧ࠊ 㑊 㞴 ⪅ ᩘ ࡣ ⥲ ィ
121,585 ேࠊࡑࡢ࠺ࡕ┴እ㑊㞴⪅ࡀ 45,934 ே࡛ࠊࡇࡢ⭾
࡞┴እ㑊㞴⪅ᩘࡀ⚟ᓥཎⓎ⅏ᐖࡢ῝้ࡉࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏ✏࡛ࡣࠊ⚟ᓥ┴ࡢᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡼࡿࢺࣜࣉࣝ⅏ᐖ
ࡢ࠺ࡕཎⓎ⅏ᐖὀ┠ࡋ࡚ࠊࡑࡢ≉㉁ࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊ
 4 ᖺࢆ㏄࠼ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ⌧ᅾࠊ࡞࠾⯆ࡸ⿕⅏⪅ࡢ
⏕άᘓࡢぢ㏻ࡋࡀ❧ࡓ࡞࠸⌧≧ࡑࢀࡽ❧ࡕྥ࠺
⮬యࡢㄢ㢟࡞ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࠊᚋࡢ⯆ࡢ࠶
ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ᥦ㉳ࡋࡓ࠸ࠋ

㝖ᰁ

ᨾ᮰
ᗫ⅔
ཎⓎᨾ᮰࣭ᗫ⅔

ᅗ㸯

ཎⓎ⅏ᐖ࣭⯆ࡢࣉࣟࢭࢫ

ᅗ୰ࠊ⅊Ⰽࡢ࣓ࢵࢩࣗࡀࡗ࡚࠸ࡿㄢ㢟ࡀཎⓎ⅏ᐖ
ࡢ⯆㐣⛬㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕࡩࡿࡉࡢ⯆ࠖࡶ
ࠕ㑊㞴⏕άᨭࠖࡶࠊᅗ୰ࠊ㸱ẁ┠ࡢࠕཎⓎᨾ᮰࣭
ᗫ⅔ࠖࡁࡃつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥࡞࠾ཎᏊ⅔ᘓᒇෆ
࡛ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ࢺࣛࣈࣝࡀⓎ⏕ࡋࠊᨾ᮰ྥࡗ࡚
࠸ࡿࡣゝ࠼࡞࠸ࡋࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࢧࢺෆࡢởᰁỈฎ
⌮ࡶᨾࡀ⥆Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕࡩࡿࡉࡢ⯆ࠖࡣࠊᨺᑕ⥺
ởᰁᑐࡍࡿࠕ㝖ᰁࠖࡀ᭱ࡢࢿࢵࢡ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡶ
ࡕࢁࢇࠊࠕ㝖ᰁࠖࡼࡗ࡚ࠊ⿕⅏⪅ࡀᏳ࣭Ᏻᚰࢆᚓࡽࢀ
ࡿ࠺ࡶ࡞࠾ㄽதࡢࢱࢿ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡏ
ࡼࠊࠕࡩࡿࡉࡢ⯆ࠖࡣࠊࡇࡢࠕ㝖ᰁࠖࡸࠕཎⓎᨾ
᮰࣭ᗫ⅔ࠖࡢᅔ㞴ࡉࡁࡃጉࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛
࠶ࡿࠋࡑࡇࡽぢ࠼࡚ࡃࡿࡇࡣࠊࠕ㑊㞴⏕άࠖࡢ㛗ᮇ
࡛࠶ࡾࠊཎⓎ⅏ᐖ࡛ࡣࠕ㑊㞴⏕άᨭࠖࡢㄢ㢟ࡀࠊ≉ู
ࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⯆ࡸࡩࡿࡉᖐ㑏ࡢᚅ
ᶵᮇ㛫࠸࠺ࡼ࠺࡞⨨ࡅ᪉࡛ࡣ༑ศ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
⾲ 1 ࡣࠊཎⓎ⅏ᐖᚋ 3 ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋࡓⅬ࡛ࠊ⯆ᗇࠊ
⚟ᓥ┴ࠊᙜヱᇶ♏⮬యࡢඹྠ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿ⿕⅏⪅ㄪ
ᰝࡢ࠺ࡕࠊᖐ㑏ពྥࡢ⤖ᯝࡢ୍㒊ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ⴥ⏫⇃⏫ࡣ⚟ᓥ➨ 1 ཎⓎ❧ᆅ⏫࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽ
㸰㸬ཎⓎ⅏ᐖࡢ≉㉁
ࡢ⮬య࡛ࡣࠊࠕᡠࡽ࡞࠸ࠖ⪃࠼࡚࠸ࡿ⿕⅏⪅ࡀ 55㹼
⚟ᓥཎⓎ⅏ᐖࡢ≉㉁ࢆᅗ 1 ࡛ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋᅗࡣ⅏
60㸣㏆ࡃࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢཎⓎ❧ᆅ⏫ࡢ༡
ᐖ⯆ࡢࣉࣟࢭࢫࡘ࠸࡚ࠊ࠾࠾ࡼࡑ⥭ᛴ㑊㞴ᮇࠊ
ࡑࢀࡒࢀ㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿᾉỤ⏫ᐩᒸ⏫࡛ࡣࡸࡣࡾ 50㸣
ᪧ㐣⛬ᮇࡑࡋ࡚ᮏ᱁ⓗ࡞⯆ᮇࡢ㸱ࡘࡢ⣔ิ༊
㏆ࡃࡢ⿕⅏⪅ࡀࠕᡠࡽ࡞࠸ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ 2 ࡘࡢ⏫
ศࡋ࡚⅏ᐖ⯆ࡢ࡞ㄢ㢟ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅ㟈࣭ὠἼ⅏
ࡣࠊ㑊㞴ᣦ♧༊ᇦ࠾࠸࡚⣽༊ศࡉࢀ࡚࠸ࡿ 3 ࡘࡢᆅ༊
ᐖ࡞ࡢ⮬↛⅏ᐖᑐࡍࡿ⯆ࡣࠊ୍⯡ⓗࡣࠊᅗࡢୖ
༊ศࠊࠕᖐ㑏ᅔ㞴༊ᇦࠖࠊࠕᒃఫไ㝈༊ᇦࠖࠊࠕ㑊㞴ᣦ♧ゎ㝖
㒊㸰ẁࢆ⤌ࡳྜࡏࡓࣉࣟࢭࢫࢆࡓࡿࡇ࡞ࡿࠋ⮬↛
⅏ᐖࡢ⯆ࣉࣟࢭࢫ࠾࠸࡚ࠊ᭱ୖẁࡢࠕ㑊㞴⏕άᨭࠖ ‽ഛ༊ᇦࠖࡀࡑࢀࡒࢀ୍ᐃࡢྜ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࠊ
⿕⅏⪅ࡢุ᩿ࢆࡁࡃศᩓࡉࡏ࡚࠸ࡿࡋࠊࡑࡢࡇࡀ⿕
ࡣࠊࡩࡿࡉࡢᪧ㐣⛬ࡀᮏ᱁ࡋ⯆㐣⛬⧅ࡀࡗ࡚
࠸ࡃ㐣⛬࡛ࠊࠕࡩࡿࡉࡢ⯆ࠖࢀࢇࡋ࡚࠸ࡃ㸦ᅗ୰ࠊ ⅏⪅ࡢศ᩿ࡶ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋᴍⴥ⏫ࡣࠊᅇᨾࢆ㉳
ࡇࡉ࡞ࡗࡓ⚟ᓥ➨ 2 ཎⓎࡢ❧ᆅ⏫ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࠕ᮲௳
◚⥺ࡢ▮༳㸧ࠋ
ࡀᩚ࠼ࡤᡠࡾࡓ࠸ࠖ㸦ᴍⴥ⏫ࡣࠊࡇࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ≉ูタࡅ
ࡋࡋࠊཎⓎ⅏ᐖࡣࠊୖグࡢ⮬↛⅏ᐖࡽࡢ⯆㐣⛬
࡚࠸ࡿ㸧࠸࠺ពྥࡀ᭱ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊࠕᡠࡽ࡞࠸ࠖ
ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆᣦࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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ࡐࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸳㸬
㸬㸬
ཎᏊຊ⅏ᐖࡽࡢ⚟ᓥࡢ⯆
㸬㸬㸬㸬
ཬࡧ⏕㛵ࡍࡿ⟇ࡀㅮࡐ
ᖐ㑏ពྥ
ᾉỤ⏫
ⴥ⏫
⇃⏫
ᐩᒸ⏫
ᴍⴥ⏫
ࡽࢀࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᨺᑕᛶ
≀㉁ࡼࡿởᰁࡢ≧ἣཬࡧே
ㄪᰝᮇ 
2014/8/8-22
2014/9/19-10-3
2014/9/19-10/3 2014/8/8-22 2014/10/3-17
ࡢᗣࡢᙳ㡪ࠊཎᏊຊ⅏ᐖ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ͤ
ࡽࡢ⚟ᓥࡢ⯆ཬࡧ⏕ࡢ
ᡠࡾࡓ࠸
17.6
12.3
13.3
11.9
9.6㸦36.1 㸧
≧ἣ➼㛵ࡍࡿṇ☜࡞ሗࡢ
ᥦ౪≉␃ពࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ
ᡠࡽ࡞࠸
48.4
55.7
57.9
49.4
22.9
࡞ࡽ࡞࠸ࠖ㸦ഐⅬᘬ⏝⪅㸧ࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺ࠊ⚟ᓥࡢཎⓎ
ุ᩿࡛ࡁ࡞࠸
24.6
27.9
25.9
30.7
30.5
⅏ᐖ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ⯆ࡢㄢ
㢟ࡣࠊ͆⯆͇͆⏕͇
↓ᅇ⟅
9.5
4.1
2.9
8.0
0.8
ࢆేグࡋ࡞ࡀࡽ㸦᫂☜࡞ᴫᛕ
㸦⯆ᗇ࣭⚟ᓥ┴࣭ᙜヱ⏫ྜྠㄪᰝࡼࡿࠋ⾲୰ͤ༳ࡣࠊ
ࠕ᮲௳ࡀᩚ࠼ࡤᡠࡾࡓ࠸ࠖࡢẚ⋡㸧
つᐃࡀ࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸧
㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑ
ࢀࡒࢀࡢពࡸෆᐜࡣࠊḟࡢࡼ࠺ᚎࠎ༊ศࡉࢀࡿࡼ
࠸࠺⿕⅏⪅ࡢẚ⋡ࡣప࠸ࡀࠊࠕุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࠖ⿕⅏⪅ࡣ
࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸬㸬㸬㸬㸬
ࡢ 4 ⏫ኚࢃࡽ࡞࠸ẚ⋡ࡢ㧗ࡉ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
2013 ᖺ 12 ᭶ࡢࠕ⚟ᓥ⯆ຍ㏿᪉㔪ࠖ
㸦ഐⅬᘬ⏝⪅㸧
ཎⓎ⅏ᐖ࠾ࡅࡿࠕ⯆ࠖࡣࠊࠕ㑊㞴⏕άᨭࠖࡀ
㸬㸬㸬㸬㸬
 2014 ᖺ 3 ᭶බ⾲ࡉࢀࡓࠕ⚟ᓥ⏕ຍ㏿ 㔠ࠖ
ࡾࢃࡅ㔜せ࡞ពࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࡶ
㸦ഐⅬᘬ⏝⪅㸧࡛ࡣࠊࡑࡢෆᐜࡀ᫂ࡽ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࡢ⏕άᘓ⟇ࢆ᫂☜ࡋࠊࡇࢀᑐࡍࡿ㎿㏿
㸬㸬
ࡘࡲࡾࠊࠕ⯆ ຍ㏿ࠖࡣࠊࠕ᪩ᮇᖐ㑏ᨭ᪂⏕άᨭ
ࡘⓗ☜࡞ᒎ㛤ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊᨻᗓࡀ⚟ᓥཎ
Ⓨ⅏ᐖྥࡅ࡚ไᐃࡉࢀࡓࠕ⚟ᓥ⯆⏕≉ูᥐ⨨ἲࠖ ࡢ୧㠃࡛⚟ᓥࢆᨭ࠼ࡿࠖࡇࢆ๓㠃ᢲࡋฟࡋࡓࠋ㛗
ᘬࡃᗈᇦ㑊㞴ࡑࡇ࡛ࡢ㐣㓞࡞㑊㞴⏕άࡼࡗ࡚ࠊከࡃ
㸦2012 ᖺ 3 ᭶⾜㸧௨㝆ࠊࠕ⯆⏕ࠖ
ࠊࠕ⯆ࠖ
ࠊࠕ⏕ࠖ
ࡢேࠎࡀ㑊㞴ඛ࡛ࡢᏳ࣭Ᏻᚰࢆྵࡴ᪂⏕άࡢぢ㏻ࡋࡶ
࠸࠺࠸ศࡅࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶᫎࡋ࡚࠸࡚ࠊ࡞࠾
㑅ᢥ⫥ࡋ࡚ᥦ㉳ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ⯆ࠖࡣࠊࡇࡢ୧ഃ
ὶືⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡢࡇࡣḟ㡯᳨࡛ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ
㠃ࡀྵࡲࢀࡿࡇࢆ᫂☜ࡋࡓࠋ
㸬㸬
ࡑࡋ࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡃࠕ⏕ ຍ㏿࡛ࠖࡣࠊ㑊㞴ᣦ♧ࢆཷ
㸱㸬⚟ᓥࡢࠕ⯆ࠖࠕ⏕ࠖ
ࡅࡓ 12 ᕷ⏫ᮧ➼ࢆᑐ㇟ࠊࠕ⯆ࡢືࡁࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵ
⚟ᓥཎⓎ⅏ᐖᑐࡋ࡚ࠊᨻᗓࡢᇶᮏⓗ࡞ᑐᛂ᪉㔪ࡀ♧
㸬㸬㸬㸬
ࠊ⏫ෆ⯆ᣐⅬᩚഛࠊᨺᑕ⥺Ᏻࢆᡶᣔࡍࡿ⏕ά⎔ቃ
ࡉࢀࡓࡢࡣ 2012 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥ไᐃࡉࢀࡓࠕ⚟ᓥ⯆⏕
ࡢྥୖࠊᗣ⟶⌮ࠊ⏘ᴗ㛤ྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛ➼ࡢ᪂ࡓ
≉ูᥐ⨨ἲࠖ㸦ഐⅬᘬ⏝⪅㸧࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ➨ 2 ᮲࡛ࠊᇶᮏ
࡞⟇ࠊ⌧⾜࡛ࡣಶูᐇࡋ࡚࠸ࡓ㛗ᮇ㑊㞴⪅ᨭ
⌮ᛕࡀ㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᑡࡋ㛗࠸ࡀᘬ⏝ࡍࡿࠋ
ࠕ㸯㸬ཎᏊ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡽ᪩ᮇᖐ㑏ࡲ࡛ࡢᑐᛂ⟇ࢆ୍ᣓࡋࠊࠗ⚟ᓥ⏕ຍ㏿
ຊ⅏ᐖࡽࡢ⚟ᓥࡢ⯆ཬࡧ⏕ ࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡼࡾ
㔠࠘ࢆ⚟ᓥ⯆ࡢᰕࡋ࡚᪂ࡓタࠖ㸦2014 ᖺ 3 ᭶
ከᩘࡢఫẸࡀ㑊㞴ࢆవ࡞ࡃࡉࢀࡓࡇࠊ⯆㛗ᮇ㛫
31 ᪥ࠊ⯆ᗇ㈨ᩱ㸧ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ⏕ࠖࡣࠊࡩࡿࡉ
ࢆせࡍࡿࡇࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿởᰁࡢ࠾ࡑࢀ㉳ᅉࡋ
ࡢ⯆ࠊ᪩ᮇᖐ㑏ᨭࡀࡁ࡞ᰕ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓ
࡚ఫẸࡢᗣୖࡢᏳࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇࠊࡇࢀࡽక࠸
ࡵࠊᖹᡂ 25 ᖺᗘ⿵ṇண⟬㸦512 ൨㸧ᖹᡂ 26 ᖺᗘᙜึ
Ᏻᚰࡋ࡚ᬽࡽࡋࠊᏊࡶࢆ⏕ࡳࠊ⫱࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⎔
ண⟬㸦1,088 ൨㸧ྜࢃࡏ࡚ 1,600 ൨ࡢண⟬⥲㢠ࡢ㓄
ቃࢆᐇ⌧ࡍࡿࡶࠊ♫⤒῭ࢆ⏕ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
ࡇࡑࡢࡢ⚟ᓥࡀ┤㠃ࡍࡿ⥭せ࡞ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊዪᛶࠊ ศࡣࠊ12 ᕷ⏫ᮧ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ࠸ࢃࡁᕷ࡞ࢆ㑊㞴
ඛࡋ࡚࠸ࡿ㛗ᮇ㑊㞴⪅ᑐ⟇ࡣᑐ㇟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲ
Ꮚࡶࠊ㞀ᐖ⪅➼ࢆྵࡵࡓከᵝ࡞ఫẸࡢពぢࢆᑛ㔜ࡋࡘ
ࡓࠊᖹᡂ 29 ᖺᗘࡲ࡛ࡀࡇࡢ㔠ࡢᑐ㇟ᖺᗘࡢᯟ⤌ࡳ
ࡘゎỴࡍࡿࡇࡼࡾࠊᆅᇦ⤒῭ࡢάᛶࢆ᥎㐍ࡋࠊ⚟
ᓥࡢᆅᇦ♫ࡢ⤎ࡢ⥔ᣢཬࡧ⏕ࢆᅗࡿࡇࢆ᪨ࡋ࡚ࠊ ࡞ࡗ࡚࠸࡚ࠊᖐ㑏ᅔ㞴༊ᇦࢆᢪ࠼ࡿ⮬య࡛ࡢᴗィ
⏬ࢆලయࡍࡿవ⿱ࡀ࡞࠸࡞ࡢၥ㢟Ⅼࡀᣦࡉࢀ࡚࠸
⾜ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸰㸬ཎᏊຊ⅏ᐖࡽࡢ⚟ᓥࡢ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ⚟ᓥ┴ࡸᨻᗓࡀࠊ⚟ᓥࡢ⯆ࢆࠕࡩࡿ
⯆ཬࡧ⏕ ࡣࠊఫẸ୍ே୍ேࡀ⅏ᐖࢆࡾ㉺࠼࡚㇏
ࡉ⯆ࠖࠊࠕ᪩ᮇᖐ㑏ᐇ⌧ࠖࢆᇶᮏ┠ᶆࡋ࡚⨨࡙ࡅ
࡞ே⏕ࢆ㏦ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࢆ᪨ࡋ࡚ࠊ
࡚࠸࡚ࠊᗈᇦ㑊㞴⪅ࡢ⏕άᘓ࡞ࡢᨭࡀ༑ศ࡛ࡣ
⾜ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸱㸬ཎᏊຊ⅏ᐖࡽࡢ⚟ᓥࡢ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡞࠸ࠊ᪩ࡃࡽᣦࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
⯆ཬࡧ⏕ 㛵ࡍࡿ⟇ࡣࠊ⚟ᓥࡢᆅ᪉බඹᅋయࡢ⮬
ࠕ⯆ࠖࠊࠕ⏕ࠖࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࡢ
ᛶཬࡧ⮬❧ᛶࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘࠊㅮࡐࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
㐪࠸ࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⚟ᓥཎⓎ⅏ᐖࡢ≉㉁ࡸ⯆ࡢㄢ㢟
࠸ࠋ㸲㸬ཎᏊຊ⅏ᐖࡽࡢ⚟ᓥࡢ⯆ཬࡧ⏕ 㛵ࡍࡿ
ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
⟇ࡣࠊ⚟ᓥࡢᆅᇦࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ⥔ᣢ㓄៖ࡋ࡚ㅮ
⾲㸯㸬㑊㞴⪅ࡢᖐ㑏ពྥ                        㸦㸣㸧
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㸲㸬㛗ᮇ㑊㞴⪅ࡢ⏕άᨭ⏕άᘓࡢㄢ㢟

௬タࠖࡀࡁ࡞ẚ㔜ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡣ᪉ࡢண࡛࠶
ࡿࠋᅇࡢࠕࡳ࡞ࡋ௬タ࡛ࠖࡣࠊᨻᗓ㸦࠶ࡿ࠸ࡣᮾ㟁㸧
ࡍ࡛ 4 ᖺࢆ㏄࠼ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢᮇࠊ┤᥋ᘓ
ࡀᐙ㈤㈇ᢸࢆࡋ࡚ࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡇࡣఫࡲ࠸
タ౪⤥ࡋࡓᛂᛴ௬タఫᏯẸ㛫㈤㈚ఫᏯ࡞ࢆࡾୖࡆ
ࡋ࡚ࡢ୍ᐃࡢỈ‽ࡀồࡵࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋᙜึࡣࠊ
࡚௬タఫᏯࡋ࡚౪⤥ࡋࡓࠕࡳ࡞ࡋ௬タఫᏯࠖᒃఫࡍ
࠼ࡤࠊ᪂⪏㟈ᇶ‽㐺⏝௨㝆ࡢ㈤㈚ఫᏯ࡛࠶ࡿࡇࡸᑓ⏝
ࡿ⿕⅏⪅࣭㑊㞴⪅ࡶࡇࢀ㛗ᮇࡘ⏫እ࡛ࡢᗈᇦࡢ㑊
ࡢྎᡤࡸࢺࣞ࡞ࠊఫࡲ࠸ࡋ࡚ࡢ᭱ప㝈ࡢᏳᛶ
㞴⏕ά࡞ࡿࡣ⪃࠼࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ㑊㞴ᣦ♧༊ᇦ௨እ
ᛌ㐺ᛶࢆ㐺⏝ᑐ㇟ࡋ࡚㐠⏝ࢆጞࡵࡓࡣࡎࡔࡀࠊࠕࡳ࡞ࡋ
ࡢᆅᇦࡢࠕ⮬㑊㞴ࠖ⪅ࡶࠊึືᮇࡢᨺᑕ⬟ởᰁࡢࠕᏳ
௬タࠖࡢ㟂せࡀᙜึࡢணࢆࡣࡿୖᅇࡗ࡚ࠊ୍ᐃ
ᇶ‽ࠖ࡞⩻ᘝࡉࢀࡓࡾࠊ☜࡞ᗣ⟶⌮ᑐ⟇ࡶ♧
ࡢᇶ‽ࢆ⦆ࡵ࡚ࡁࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿ⪺࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ㐲㝸ᆅ㑊㞴ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀ
ධᒃ⪅ࠊఫᏯᡤ᭷⪅ࠊ௰ᴗ⪅ࡑࢀࡒࢀᏳࡸ‶
ࡸఫࡲ࠸ࡑࡋ࡚Ꮚࡶࡓࡕࡢᩍ⫱࡞ࡢࡓࡵᐙ᪘ศ᩿
ࢆᢪ࠼ࡿࡇ࡞ࡗࡓ1ࠋࡇࢀࡽࡣ⅏ᐖࡢၥ㢟࠸࠺ࡼ
࡞ࢆᙉ࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ㑊㞴ඛ࡛᪂ࡓ࡞⏕άࢆฟⓎࡉࡏ
ࡼ࠺Ỵពࡋ᪂ࡋ࠸ᑵປඛࢆぢࡘࡅࡼ࠺࠸࠺ேࡓࡕࡶࠊ ࡾࡶࠊࢃࡀᅜࡢఫᏯᨻ⟇࠾ࡅࡿᒃఫỈ‽ࡢ㐺ษ࡞㐠⏝
ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
࡞࡞ᛮ࠺ࡼ࠺࡞ࡀぢࡘࡽ࡞࠸ࠋ
㑊㞴ᣦ♧༊ᇦࡢ⿕⅏⪅ࡣࠊࠕ㈺ൾࠖࡼࡗ࡚㑊㞴⏕άࡢ
┴እ㑊㞴⪅ࡶ 2012 ᖺ 1 ᭶ࡢ 62,802 ேࢆࣆ࣮ࢡࠊ2014
⏕ά㈝ಖ㞀ࢆ⥅⥆ⓗᚓ࡚࠸ࡿࡀࠊ㑊㞴ᣦ♧༊ᇦࡢᣦᐃ
ᖺ 12 ᭶ࡣ 45,934 ேῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡣ࠸࠼ࠊ㛵ᮾ 7 㒔
ࡀゎ㝖ࡉࢀࢀࡤࠊࠕ㈺ൾࠖࡶᡴࡕษࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࡲࡓ⏕
┴ࠊ᪂₲┴ࠊᒣᙧ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊᾏ㐨࡞ࢆ୰ᚰᅜ
46 㒔㐨ᗓ┴ᗈᇦ㑊㞴ࢆᙉ࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀᐇ࡛࠶ࡿࠋ άᘓࡢ㐨➽ࡁ࡞㌿ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ⚟ᓥ┴ෆ࡛ࡣࠊ㛗ᮇ㑊㞴⪅ࡢࡓࡵࡢ⯆බႠఫᏯࡀィ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊཎⓎ⅏ᐖࡼࡿ㑊㞴⪅ࡢ㑊㞴ඖᆅᇦ༊ศ
⏬ࡉࢀ୍㒊ᘓタࡉࢀᛂເࡶጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᡞᩘࡣ㝈ࡽ
㑊㞴ඛ༊ศࡼࡗ࡚ࠊୗ⾲ࡢࡼ࠺࡞⿕⅏⪅ᨭࢆศ㢮ࡋ
ࡓ࠺࠼࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⏕άᘓࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚㏙ࡓ࠸ࠋ ࢀ࡚࠸ࡿࡋࠊࡑࡢ༙ࡣࡢᕷ⏫ᮧᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࠊࡑࡇ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸᙧᡂ་⒪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡸ㉎
㈙タ࡞ࡢ」ྜⓗ࡞㓄⨨ࡀࡁ࡞ㄢ㢟࡞
㻌
⾲䠎㻌 ཎⓎ⿕⅏ᆅᇦ༊ศ䛸㑊㞴ඛ䛻䜘䜛⏕άᨭ㻌
ࡗ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ⿕⅏ᆅࡣࡶࡶ
㻌
㻌
㻌 㻌 㑊㞴ඖ㻌
㎰ᒣ⁺ᮧ࡛ᣢᐙᒃఫ⪅ࡀከࡗࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊ
㑊㞴ᣦ♧༊ᇦ㻌
㑊㞴ᣦ♧༊ᇦእ㻌
㑊㞴ඛ㻌
㑊㞴ඛ࡛ࡶᣢᐙࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿ⿕⅏⪅ࡀከ࠸ࠋ
ࡋࡋࠊᏯᆅ౪⤥ࡣ࠸ࢃࡁᕷ࡞࡛ඛ⾜ⓗ࡞
㻌
㝖ᰁ䚸䛂㈺ൾ䛃䛻䜘䜛⏕άᨭ䚸㻌
୍㒊㝖ᰁ㻌
Ꮿᆅ౪⤥ࡢ⤌ࡳࡀᶍ⣴ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
┴እ㑊㞴㻌
බႠఫᏯ䜢ྵ䜐䛂䜏䛺䛧௬タ䛃䚸⮬ຊఫᏯ
䠄㔜Ⅼㄪᰝᆅᇦ䠅䚸㻌
ࢇࡀẸ㛫Ꮿᆅᕷሙጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬↛
ᘓタ㻌
䛔䜟䜖䜛䛂⮬㑊㞴䛃㻌
⅏ᐖࡼࡿࠕ⅏ᐖ༴㝤༊ᇦࠖࡢᣦᐃࡶ࡞
㻌
㝖ᰁ䚸䛂㈺ൾ䛃䛻䜘䜛⏕άᨭ䚸㻌
୍㒊㝖ᰁ㻌
࠺ࠕ㜵⅏㞟ᅋ⛣㌿ᴗࠖࢆᖐ㑏ᅔ㞴༊ᇦ࡞
┴ෆ㑊㞴㻌
䠄㔜Ⅼㄪᰝᆅᇦ䠅䚸㻌
௬タఫᏯ䞉䛂䜏䛺䛧௬タ䛃䞉⯆බႠఫᏯ䚸
࡛ࡶᛂ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ
䛔䜟䜖䜛䛂⮬㑊㞴䛃㻌
་⒪⚟♴䝃䞊䝡䝇䜢ྵ䜐⏫እᣐⅬ䛺䛹䛾
ࡲ࡛ࡢࡇࢁࠊᨻᗓࡣ⮬↛⅏ᐖ㝈ᐃࡍࡿ
ᩚഛ䚸⮬ຊఫᏯᘓタ㻌
ᴗ࡛࠶ࡿࡢᅇ⟅␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㛗ᮇ㑊㞴ࢆᙉ࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢᮇ㛫ࢆࡩࡿࡉࡢᖐ
ࡲࡎࠊ㑊㞴ᣦ♧༊ᇦࡑࢀ௨እࡢ༊ᇦ࡛ࡣࠊ⿕⅏⪅
㑏ࡢࡓࡵࡢ㑊㞴ᮇ㛫ࡋ࡚ࡽ࠼ࡿࡣవࡾࡶ㛗ᮇ
ᑐࡍࡿᨭࡀࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㑊㞴ᣦ♧༊ᇦ௨እࡢ⿕
ࢃࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ㑊㞴ඛ࡛ࡢ⏕άᘓ⟇ࢆ✚ᴟⓗ⨨࡙
⅏⪅ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ⮬㑊㞴ࠖ࠸࠺ᢅ࠸࡛ࠊᨭᑐ㇟
ࡅࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡶࡑࡶࠕ⮬㑊㞴ࠖ࠸࠺⾲⌧ࡶṇ
ࡋ࠸ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋཎⓎᨾࡑࡢ᮰ࠊᨺᑕ⬟ởᰁ
ᑐࡍࡿᏳࡀᡶᣔ࡛ࡁ࡞࠸୰࡛ࠊࠕ⮬ⓗ࡞㑊㞴ࠖ࠸࠺
ゎ㔘ࡣ୍᪉ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
⚟ᓥ┴࡛ࡣࠊ㑊㞴ᡤ࡞ࡽࡢཷࡅ─࡛࠶ࡿ௬タఫᏯ
ࡢᘓタ࠾࠸࡚ࠊ16,800 ᡞࡢ࠺ࡕ 6,537 ᡞࢆ┴ෆᘓタᴗ⪅
ࡼࡿᮌ㐀௬タఫᏯࡋ࡚౪⤥ࡋࡓ㸦2013 ᖺ 1 ᭶⌧ᅾ㸧
ࠋ
ࡇࢀࡣࡶࡕࢁࢇࠊ௬タఫᏯࡢఫࡲ࠸ࡋ࡚ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿ
ࡇࡀࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࡀࠊྜࢃࡏ࡚⅏ᐖ࡛ỿࡍࡿ
ᆅᇦ⤒῭άືࡢ⥔ᣢྥୖࠊࡑࡋ࡚㛗ᘬࡃ㑊㞴⏕ά࠾ࡅ
ࡿఫࡲ࠸ࡋ࡚⥅⥆ⓗ࡞ά⏝ࢆᒎᮃࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕࡳ࡞ࡋ௬タఫᏯࠖࡘ࠸࡚ࡶࡅຍ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
ᚋ㒔ᕷᅪ࡞࡛ࡢ௬タఫᏯ౪⤥࠾࠸࡚ࠕࡳ࡞ࡋ

㸳㸬ཎⓎ⅏ᐖ⿕⅏⮬యࡢ⯆ࡢྲྀ⤌ࡳ
ཎⓎ⅏ᐖ❧ࡕྥ࠺ᕷ⏫ᮧࡣᨺᑕᛶ≀㉁ởᰁ㛵ࡍ
ࡿࠕᏳᇶ‽ࠖࠊࠕ㝖ᰁࠖࡑࡋ࡚㝖ᰁᚋࡢởᰁ≀㉁ࡢࠕ௬
⨨ࡁሙࠖࡉࡽࠕ㈺ൾၥ㢟ࠖࠊࠕ㑊㞴⏕άᨭࠖ࡞ࠊ⾜
ᨻఫẸࡢ㛫࡛ྜពᙧᡂࡀᅔ㞴࡞ㄢ㢟ࡀᶓࡓࢃࡗ࡚࠸
࡚ࠊࡑࢀࡀ⯆ィ⏬ࡢ⟇ᐃࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚ࡁࡓ
ࡢࡔࡗࡓࠋ
2014 ᖺ 4 ᭶⌧ᅾࠊࡘࡲࡾ⅏ᐖⓎ⏕ᚋ 3 ᖺ⤒㐣ࡋࡓẁ
㝵࡛ࠊᨺᑕ⥺ởᰁࣞ࣋ࣝࡼࡗ࡚༊ศࡉࢀࡓࠕᖐ㑏ᅔ㞴
༊ᇦࠖࠊࠕᒃఫไ㝈༊ᇦࠖࠊࠕ㑊㞴ᣦ♧ゎ㝖‽ഛ༊ᇦࠖࡀྵ
ࡲࢀࡿᕷ⏫ᮧࡣ 10 ᕷ⏫ᮧ࡛࠶ࡿ㸦⾲ 3 ཧ↷㸧
ࠋ
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ࡉࢀࡿ୰࡛ࠊ⾜ᨻᶵ⬟⮬యࢆ⮬య
㑊㞴ࡉࡏ࡚࠸ࡿ⮬యࡢࢇࡢ⯆
2011
2012
2013
2014
ィ⏬࡛ࡣࠊࠕᮧእᣐⅬࠖ㸦㣤⯓ᮧ㸧ࠊࠕ⏫እ
༡┦㤿ᕷ㻌
⏕άᣐⅬࠖ㸦ᐩᒸ⏫㸧ࠊࠕ⏫እᣐⅬࠖ㸦⇃
㣤⯓ᮧ㻌
⏫ࠊⴥ⏫㸧ࠊࠕ⏫እࢥ࣑ࣗࢽࢸࠖ㸦ᾉ
Ụ⏫㸧ࠊࠕ㑊㞴ᆅᇦ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ⏕
ᕝಛ⏫㻌
ᨭࠖ㸦ⴱᑿᮧ㸧࡞ࠊᕷ⏫ᮧ࡛ࡢ⏕
ᾉỤ⏫㻌
άᣐⅬᙧᡂࡀࡁ࡞ㄢ㢟ࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀ
ⴱᑿᮧ㻌
ࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊࠕࡩࡿࡉࡢ
⯆ࠖࡶࠊ⌧ᅾࡢ௬タఫᏯࡸࡳ࡞ࡋ௬タ
ⴥ⏫㻌
ఫᏯ࡞ࡢ㐣㓞࡞㑊㞴⏕άࢆ⦆ࡋࠊࡩ
⇃⏫㻌
ࡿࡉ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸࡸேࠎࡢ⤎ࢆྲྀ
ᐩᒸ⏫㻌
ࡾᡠࡍࡓࡵࠊẁ㝵㑊㞴⏕άࡢ⤌ࡳ
ᕝෆᮧ㻌
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡶࡑࡶࠊࡇࡢ୍ᐃࡢࡲࡲࡾࢆࡶࡗ
ᴍⴥ⏫㻌
ࡓ⏫እࢥ࣑ࣗࢽࢸࡣࡢࡼ࠺࡞ேࠎࠊ
ཎⓎᨾ㻌
䛂⚟ᓥ⯆䛾ຍ㏿䛃
᪂䛯䛺䛂㑊㞴ᣦ♧༊ᇦ䛃ᣦ
ࡢࡼ࠺࡞つᶍࡸᶵ⬟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋከࡃࡢሙྜࡣ୍ᐃࡢᩘࡼࡗ࡚ᵓ
ὀ㸧
⯆䝡䝆䝵䞁㻌 㻌
㻌 ⯆ィ⏬㻌 㻌 䠄㻞㻜㻝㻠 ᖺ 㻤 ᭶⌧ᅾ䠅㻌
ᡂࡉࢀࡓ⯆බႠఫᏯࢆ᰾ࡋ࡚ᙧᡂࡍࡿࡇࡀࡵࡊࡉ
ࡇࡢ 10 ᕷ⏫ᮧࡢ࠺ࡕࠊ⌧ᅾ࡞࠾⾜ᨻᶵ⬟ࡈࡢ⮬
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ་⒪࣭⚟♴࣭ᩍ⫱ࡑࡋ࡚㉎㈙タ࡞ࡢᶵ
య㑊㞴ࢆᙉ࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⮬యࡣ 7 ࡘ࡛࠶ࡿ㸦⾲୰࡛࣓
⬟ࢆࢀ㓄⨨࡛ࡁࡿࡢࠊࡑࢀࡽࡀཷධ⮬యࡢᆅ
ࢵࢩࣗࢆࡅࡓ⮬య㸧ࠋ
ᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸᑐࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ
 ⯆ィ⏬⟇ᐃࡢ⣔ิ⾲♧ࡣࠊཎⓎ⅏ᐖ⿕⅏ᆅࡢ⯆
࡞ࡿࡢࠊࡑࢀࡽࢆཷධ⮬యࡢࡼ࠺ྜពᙧᡂࡍ
ィ⏬⟇ᐃࡣࡁ࡞≉㉁ࡀ࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡿࡢࠊࡲࡔࡲࡔㄢ㢟ࡣࡁ࠸ࠋ
2012 ᖺ 4 ᭶ࠊࡘࡲࡾ᪂ࡓ࡞ࠕ㑊㞴ᣦ♧༊ᇦࠖ㸦ࠕᖐᏯᅔ
ཎⓎᨾⓎ⏕ᚋࠊᕷ⏫ᮧࡣ㑊㞴ࠊ㑊㞴ᡤ࣭௬タఫᏯᥦ
㞴༊ᇦࠖࠊࠕᒃఫไ㝈༊ᇦࠖࠊࠕ㑊㞴ᣦ♧ゎ㝖‽ഛ༊ᇦࠖ㸧ࡀ
౪ࢆྵࡴ㑊㞴⪅ᨭࠊ㝖ᰁ࣭㈺ൾࡑࡋ࡚⯆බႠఫᏯ౪
♧ࡉࢀࡿࡲ࡛ࠕ⯆ࣅࢪࣙࣥࠖࡣࢇࡢᕷ⏫ᮧ࡛
⤥࡞ࢆ⨨ࡅࡓ⯆ィ⏬⟇ᐃᐇ࡞ࠊཎⓎ⅏ᐖ
⟇ᐃࡉࢀࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶࠊከࡃࡢ⮬యࡣᖺࢆ㉺ࡋ࡚ 2012
࡞ࡽ࡛ࡣࡢ⥭ᛴ⅏ᐖᑐᛂᴗົྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺࡲ࡛ࡎࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ⯆ࣅࢪ࡛ࣙࣥࠖࡣࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ୍㐃ࡢ⅏ᐖᑐᛂᴗົࡣᅜࡸ┴ࡢᨭࡣ࠶ࡿ
ཎⓎ⅏ᐖ┤㠃ࡋ࡚ࠊ⮬యࡀᚋࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࢆࡋ
ࡶࡢࡢᕷ⏫ᮧࡢಶูᑐᛂጤࡡࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ㑊㞴ᣦ♧༊
ࡓࡽࡼ࠸ࠊ⿕⅏ࡋࡓఫẸࡢ⏕ά࣭⏕ᴗᨭࢆ࠺㐍ࡵ
ᇦࡢᣦᐃࡼࡗ࡚ᆅᇦࡑࡋ࡚⿕⅏⪅ࡀศ᩿ࡉࢀࠊΰࡶ
࡚࠸ࡃࡁࠊ࡞ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞᪉㔪ࡀㄒࡽࢀ࡚
⏕ࡲࢀࡓࠋᨾᚋ 4 ᖺ㏆ࡃࢆ⤒࡚ࠊ⚟ᓥ➨ 1 ཎⓎࡢ᮰
࠸ࡿࠋࡇࡢẁ㝵࡛ࡣࠊከࡃࡢ⮬యࡀࠕࡩࡿࡉ⯆ࠖ
ࡀぢ㏻ࡏࡎࠊࡲࡓ୰㛫㈓ⶶタࡢᘓタࡀ➨ 1 ཎⓎ❧ᆅ⏫
ࡀࡲࡎᥖࡆࡿࡇ࡞ࡿࠋ⟇ᐃᮇࡀ᪩ࡅࢀࡤ᪩࠸
ணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽởᰁ≀㈨ᆅ௬⨨ࡁሙࡽࡢ
ࡑࡢࢽࣗࣥࢫࡀᙉ࠸ࠋࡋࡋࠊࠕ⯆ࣅࢪࣙࣥࠖࢆ 2012
⛣ື࡞ࡀ㐍ࡵࡤࠊ⏫ᮧࡼࡗ࡚ࡣࠊࡩࡿࡉᖐ㑏ࡘ
ᖺ 4 ᭶ẁ㝵࡛⟇ᐃࡋࡓᾉỤ⏫࡛ࡣࠊ⏫Ẹ୍ேࡦࡾࡢᬽ
࠸࡚ࡁࢃࡵ࡚㛗ᮇⓗ࡞ᑐᛂࢆ㏕ࡽࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋࡑ࠺
ࡽࡋࡢᘓࢆᥖࡆࠊࠕࡇఫࢇ࡛࠸࡚ࡶᾉỤ⏫Ẹࠖࢆᇶ
࠸࠺ᅔ㞴࡞≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᕷ⏫ᮧࡢಶู
ᮏ᪉㔪ࡢ➨ 1 ᥖࡆࡓࠋࡑࡢ➨ 2 ࠕࡩࡿࡉ ࡞ࡳ࠼
ᑐᛂ࡛ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡾࠊᗈᇦⓗ࡞ᑐᛂࡀồࡵࡽࢀ࡚ࡃࡿ࡛
ࢆ⏕ࡍࡿࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪂ࡓ࡞ࠕ㑊㞴ᣦ♧༊ᇦࠖᣦᐃ
࠶ࢁ࠺ࠋᗈᇦ㑊㞴ࢆᙉ࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㑊㞴⪅ࡶᕷ⏫ᮧࡈ
ࡢ᪉ྥࡀ♧ࡉࢀࡓ 2012 ᖺ 4 ᭶๓ᚋࡽࠕ⯆ィ⏬ࠖࡢ⟇
ࡢᑐᛂ࡛ࡣ᱁ᕪឤࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋᕷ⏫ᮧࡀᗈᇦ㐃ᦠࢆ
ᐃࡀᮏ᱁ࡋ 2013 ᖺ༙ࡤࡲ࡛ࡍ࡚ࡢ⮬యࡀ⟇ᐃࢆ
ࡋࠊᗈᇦ⅏ᐖࡢᑐᛂࢆ㏕ࡽࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡁ࡛
⤊࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡢࡁ࡞≉㉁ࡣࠊ⿕⅏⪅ࡢᗈᇦⓗ
࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇᕷ⏫ᮧయࡢ⯆࡛࠶ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋཎ
ࡘ㛗ᮇⓗ㑊㞴ࡀ㑊ࡅࡀࡓࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊఫẸࡢ
Ⓨ⅏ᐖ⿕⅏⮬యཷࡅධࢀ⮬యࡢ㛫࡛ࠊ࠾࠸
㑊㞴⏕άᨭࡸ⏕άࡸ⏕ᴗࡢᘓᑐࡍࡿㄢ㢟ࡀࡁࡃ
㐃ᦠࢆᙉࡵ࡞ࡀࡽ⿕⅏⪅ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ⮬య࢚ࣜࢆ⾜
⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋᇸ⋢┴ᙺሙࡶ㑊㞴ࡋ
ࡁ᮶࡛ࡁࡿᆅᇦᒃఫ࡞ࢆᒎᮃࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡶ⏕ࡲ
࡚࠸ࡓⴥ⏫ࡣࠊ⯆ィ⏬⟇ᐃ╔ᡭࡀ㐜ࢀࠊࠕ⯆ࡲࡕ࡙
ࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ┴ࡸᅜࡣࡢࡼ࠺࡞ᨭࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠊ
ࡃࡾィ⏬㸦➨୍ḟ㸧ࠖࡀ⟇ᐃࡉࢀࡓࡢࡣ 2013 ᖺ 6 ᭶࡛࠶
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᅜࡼࡿ᥇ᢥᇶ‽ࡢ㐠⏝ࡼࡿᴗᒎ㛤࡛ࡣࠊ
ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠕ͆⏫Ẹ୍ே୍ேࡢ⯆͇͆⏫ࡢ⯆͇
㐣㓞࡞ཎⓎ⅏ᐖ᭱ࡶ㐺ษ࡞⯆ᑐᛂ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ
ࢆ┠ᣦࡍࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛫ࡢ⤒㐣ࡶࡰඹ㏻ࡢ
࡞࠸༴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ┴ࡸᙜヱ⮬యࡀᗈᇦ㐃ᦠ࡞
⯆ࡢ⌮ᛕ᮰ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࢆᶍ⣴࡛ࡁࡿ⤌ࡳ༠㆟ࡢሙࢆ᪩ᛴ❧ࡕୖࡆࡿࡁ
ࠕࡩࡿࡉࡢ⯆ࠖࢆ┠ᣦࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ㛗ᮇࡀண
⾲䠏㻌 䛂㑊㞴ᣦ♧༊ᇦ䛃䜢ᢪ䛘䜛⮬య䛾⯆ィ⏬⟇ᐃ≧ἣ㻌
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࡛࠶ࡿࡋࠊ⿕⅏⪅ࡣ⏕άᘓࡢᨭ⟇ࡸཎⓎ⅏ᐖࡢᐇ
ࡘ࠸࡚ࠊ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ⓗ☜࡞ሗࢆᥦ♧࡛ࡁࡿࠕ
ሗࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࠖࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ
࡚⏕άᘓࡸࡩࡿࡉࡢ⯆ࡘ࠸࡚ࠊᕷ⏫ᮧ༢࡛ࠊ
⿕⅏⪅ࡀᙜ⪅ࡋ࡚㛵ࢃࢀࡿࠕ㌴ᗙࠖࡢሙࢆタ⨨ࡍࡿ
ࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ⤖ㄽ࡛ᗘゐࢀࡿࠋ

㸦㸰㸧ཎⓎ⅏ᐖ࠾ࡅࡿ⥭ᛴᑐᛂ⯆ྥࡅࡓྜពᙧ
ᡂࡢ࠶ࡾ᪉
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊᅗᇶ࡙࠸࡚ 2 ࡘࡢⅬࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
ከ㔜⅏ᐖࡼࡿ⯆㐣⛬ࡢ㛗ᮇ࣭ᗈᇦ

⿕⅏⮬య

⿕⅏⪅

⿕⅏⪅࣭⿕⅏ᆅᇦࡢศ᩿

Human Security
ᕼᮃ࣭㐃ᖏ࣭༠ാ
㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ሗ㛤♧
ሗࡢࢡࢭࢫࡢᐜ᫆ࡉ

ఫẸཧຍྜពᙧᡂ

ǬȐȊȳǹ
⏕άᘓࡩࡿࡉࡢ⯆

 ᅗ㸰 ⏫እ㸦⏫ෆ㸧ࢥ࣑ࣗࢽࢸࢆᐃࡍࡿ⏫ᮧ
㸦ࠕ⚟ᓥẸሗࠖࠊ ᖺ  ᭶  ᪥㸧

ᅗ㸲 ཎⓎ⅏ᐖࡽࡢඞ᭹ྥࡅࡓ࢞ࣂࢼࣥࢫ

㸴㸬⤖ㄽ
㸦㸯㸧⚟ᓥཎⓎ⅏ᐖࡢ⨨
⚟ᓥཎⓎ⅏ᐖࡣࢃࡀᅜ࠾ࡅࡿ 3 ᗘ┠ࡢᮏ᱁ⓗ࡞ཎᏊຊ

1 ࡘࡣࠊ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ሗ㛤♧⿕⅏⮬య࣭⿕⅏⪅ࡢ
ሗࡢࢡࢭࢫࡢᐜ᫆ࡉࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ

⅏ᐖ࡛࠶ࡾࠊୡ⏺࡛ࡣ 3 ᗘ┠ࡢᮏ᱁ⓗ࡞ཎⓎ⅏ᐖ࡛࠶ࡿࠋ ࡓࡵࡢሗࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⅬ⨨ࡍࡿ⚟ᓥཎⓎ⅏ᐖࡽࡢᩍカࢆࡢࡼ࠺
≉⅏ᐖ࠾ࡅࡿᨻᗓࡢሗ㛤♧ࡢ㏱᫂ᛶ࣭ṇ☜ᛶ࣭
Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡃࡣࠊᚋࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋୡ⏺ྛᅜᨻᗓࡸᅜ㐃ࠊࡑࡋ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ NGO ࡸ
NPO ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ
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ABSTRACT: This article reports the Fukushima Support Examination Sub Committee which was set up to let the
research activity of "Special Research Committee about the Construction of the Effective Reconstruction Aid in the
Great East Japan Earthquake Disaster" of general Architectural Institute of Japan accomplish.
To be specific, this article reports the background where a subcommittee was installed in and a purpose and activity
contents.
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࡞ࡀ࠶ࡿࠋ

շᨺᑕ⬟ၥ㢟ࢆ຺ࡋࡓ⯆ไᗘᑐࡍࡿᥦゝ



ոᨺᑕ⥺㜵ㆤࡢࡓࡵࡢ㒔ᕷ࣭ఫࡲ࠸ࡢᡭᘬࡁసᡂ

㸰㸬ཎⓎ⿕⅏ᆅ࠾ࡅࡿ⯆ィ⏬ࡢ≉␗ᛶ

 ࡑࡢࠊᮇᚅࡉࢀࡿᡂᯝබ⾲᪉ἲࡣୗグࡢ࠾ࡾ࡛

ձࠕሙࠖࠕேࠖࡢ୍⮴
⮬యࡀసࡿィ⏬ࡣ୍⯡ⓗࠊ⾜ᨻ༊ᇦࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊ

࠶ࡿࠋ

ࡑࡇఫࡴఫẸ࣭ᡤᅾࡍࡿᴗᡤࡢࡓࡵࡢィ⏬࡛࠶ࡿࠋ

㸦ᮇᚅࡉࢀࡿᡂᯝ㸧
⤖

ᑐ㇟ࡍࡿࠕሙࠖࠕேࠖࡣ୍⮴ࡍࡿࠋࡇࢁࡀࠊཎⓎ

ᯝ➼ࡣࠊ⿕⅏⮬యࡢᑗ᮶ィ⏬ࣇ࣮࣒ࣞタᐃࡸᗈᇦ㐃

⿕⅏ᆅ࡛ࡣ⾜ᨻ༊ᇦࢆᑐ㇟ࡋࡓィ⏬ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㑊

ᦠᑐ⟇㛵ࡍࡿຓゝ➼ά⏝

㞴ఫẸᑐࡍࡿࠕ㑊㞴ඛ⏕άᏳᐃィ⏬࡛ࠖࡶゝ࠺ࡁ

ձᨺᑕ⥺పῶࣞ࣋ࣝᛂࡌࡓ⯆࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡢண

ղ㛗ᮇ㑊㞴⏕άᑐࡍࡿᨭ᪉ἲᑐࡍࡿᥦゝࡣࠊ⿕⅏
⮬యࡀᢪ࠼ࡿႚ⥭ࡢ QOL ྥୖࡢࡓࡵࡢᑐ⟇㛵ࡍࡿ

ィ⏬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ղෆእࠊ୧᪉ࡢィ⏬
⾜ᨻ༊ᇦෆ࡛ࡣࠊᡠࡗ࡚ࡃࡿேࢆྵࡵࠊᑗ᮶ࡢఫẸࡢ

ຓゝ➼ά⏝
ճᨺᑕ⬟ၥ㢟ࢆ຺ࡋࡓ⯆ไᗘᑐࡍࡿᥦゝࡣࠊᚋ

ࡓࡵࡢィ⏬ࡀసࡽࢀࡿࡀࠊ㑊㞴⪅ࡢఫࡲ࠸ࡣࣂࣛࣂࣛ࡞
ࡢ࡛ࠊ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ⥔ᣢࡢࡓࡵࡢィ⏬ࡀ

ࡢไᗘタィᑐࡍࡿຓゝ➼ά⏝
մᨺᑕ⥺㜵ㆤࡢࡓࡵࡢ㒔ᕷ࣭ఫࡲ࠸ࡢᡭᘬࡁࡣࠊ᪥ᖖ⏕
ά࠾ࡅࡿᨺᑕ⥺⿕ࡤࡃ㔞㍍ῶࡢᡭἲ࣭ຓゝ➼ά⏝

ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ճ⮬యᏑ⥆ࡢ༴ᶵ

－ 18 －

ࡶࡶேཱྀࡀᑡ࡞ࡃࠊᖐ㑏ேཱྀࡀᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࠊ㐣

࠸ࡿ࠸࠺ほⅬࡽࠊ✚ᴟⓗྛ⮬యࡢ⯆ࡢࡓࡵ

ࡀຍ㏿ࡍࡿ⮬యࡀከࡃࠊࡑࢀࡽࡣࠊ⮬ࡽࡢᏑ⥆ࡑ

ධࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࡢࡶࡢࢆ㉃ࡅࡿィ⏬࡞ࡿࠋ

յ᪂ࡋ࠸ィ⏬ᢏἲ

մࢫࢸࢵࣉᛂࡌࡓィ⏬

ࡇ࠺ࡋࡓㅖ┦ࡽࠊཎⓎ⿕⅏ᆅࡢ⯆ィ⏬ࡣࠊᚑ᮶ࡢ

ேཱྀࢮࣟࡽࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡛࠶ࡿࡽࠊᨺᑕ⥺㔞ࡢప

㒔ᕷィ⏬ᢏἲࡔࡅ࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࠋィ⏬ෆᐜࠊィ⏬య

ୗࠊ⾜ᨻ༊ᇦࡢ⏕ά᮲௳ᩚഛࠊᅜࡢ⯆ᨻ⟇➼ࡢලయ

ไࠊィ⏬ࣉࣟࢭࢫΏࡿࠊ᪂ࡋ࠸ィ⏬ᢏἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿᚲ

ࡢẁ㝵ᛂࡌࡓィ⏬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ᭦ࠊ㑊㞴༊ᇦࡢ༊

せࡀ࠶ࡿࠋ

ศࡀ」ᩘ࠶ࡿሙྜࡣࠊ㑊㞴ᣦ♧ゎ㝖ࡢᮇࡶ␗࡞ࡿሙྜ
ࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔẁ㝵ィ⏬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
յ᪂㒔ᕷᘓタ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࠕ㸮ࠖࡽࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ

㸺ᗈᇦ :* ሗ࿌㸸㧗⥺㔞ᆅᇦࡢᒃఫ≉ᛶ࣭▼ᆏබ୍㸼

᪤Ꮡࡢ㒔ᕷࡔࡀࠊཎⓎᨾࡼࡗ࡚ࠊఫẸࡣ㑊㞴ࡋ
ṧࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ⏝ࠖࡣࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᖐ㑏ྍ⬟࡞ࡗ


㸯㸬ࡣࡌࡵ
 ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ㸲ᖺࡀ㐣ࡂࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮾ

࡚ࠊఫẸࡀධࡗ࡚ࡁ࡚ࠕࡲࡕࠖࡀ⯆ࡋጞࡵࡿࠋࡋࡋࠊ

᪥ᮏ㟈⅏ࡢ⿕⅏ᆅࡢ≧ἣࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࡀࠊཎᏊຊ⅏ᐖ

ࠕ㑊㞴ࠖゝ࠸࡞ࡀࡽࠊ㸲ᖺࡶ⤒ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊఫẸࡶ

ぢ⯙ࢃࢀࡓ⚟ᓥ┴࡛ࡣࡢᆅᇦࡣ␗࡞ࡿ≉᭷ࡢᅔ㞴

ኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࡋࠊࠕࡲࡕࠖࡶኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡲࡲࠊඖ

ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ⿕⅏ᆅᇦ࡛ࡣᜏஂⓗ࡞ᪧྲྀࡾࢀ

ࡢᅵᆅ⏝ᡠࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ࡿᮇࡸ⠊ᅖࡣ࠸ࡲࡔ㏱࡛᫂࠶ࡾࠊ⿕⅏⪅ࡣࠕ࠸ࡘ

նࡑࢀࡒࢀࡢ⮬య࡛␗࡞ࡿィ⏬ࡢពෆᐜ

ࡈࢁᏳ࡞ࡿࡢࠖࠕࡶࡢᆅᇦᖐࡗ࡚ࡶ⏕άࡀ࡛

࡚࠸ࡿࠋඖࡢᘓ≀ࡸ㎰ᆅࢆࡣࡌࡵࡍࡿᅵᆅ⏝ᙧែࡣ

㒔ᕷィ⏬ࡀྛ⮬య࡛␗࡞ࡿࡢࡣᙜࡓࡾ๓ࡔࡀࠊཎⓎ

ࡁࡿࡢࠖ࠸ࡗࡓᇶᮏⓗ࡞ၥᑐࡍࡿ᫂☜࡞⟅࠼ࡀ

⿕⅏ᆅࡢ⮬య࡛ࡣࠊࡑࡢᚲせ࡞ィ⏬ࡢពࡣ␗࡞

ᚓࡽࢀ࡞࠸ࡲࡲᙜ㠃ࡢᒃఫᆅࡢ㑅ᢥࡸ⫋ᴗ㑅ᢥࢆࡏࡊࡿ

ࡾࠊࡑࢀࡼࡗ࡚ィ⏬ෆᐜࡶ␗࡞ࡿ࠸࠺Ⅼ␃ពࡋ࡞

ࢆᚓ࡞࠸≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⿕⅏ᆅࡢ⯆࠶ࡓࡗ࡚ࡣ

ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㑊㞴ᣦ♧༊ᇦࡢ༊ศࡢ㐪࠸ࠊࡑࢀࡒࢀ

ࡇࢀࡽࡢᅔ㞴࡞≧ἣᑐฎࡍࡿࡶࠊᆅᇦࡢ≉ᛶࢆ

ࡢ༊ᇦࡢඖࡢேཱྀࡸᅵᆅ⏝ࠊᖐ㑏ྍ⬟ᮇࡢࢬࣞࠊ

㋃ࡲ࠼ࡓࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞⯆ィ⏬ࡢ❧ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᮏ

ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢᚲせ࡞ィ⏬ࡢពࡀ␗࡞ࡿࠋ㏆ࠎᖐ㑏࡛

✏࡛ࡣࡇࡢࡓࡵࡢᇶ♏ࡋ࡚ཎᏊຊ⅏ᐖ⿕⅏ᆅᇦࡢᒃఫ

ࡁࡿ⮬య࡛ࡣࠊᖐ㑏ࡢࡓࡵࡢ⌧ᐇⓗ࡞ィ⏬ෆᐜࡀᚲせ

⪅≉ᛶࡢศᯒ௬ⓗ࡞ேཱྀࠕண

࡛࠶ࡿࡀࠊᖐ㑏ࡀ㐲࠸ඛ࡞ࡿ⮬య࡛ࡣࠊᑗ᮶ࡢᕼᮃ

࠸࡚㏙࡚ࡳࡓ࠸ࠋ

ࡀࡃィ⏬ෆᐜࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ





㸰㸬㧗⥺㔞ᆅᇦࡢᒃఫ⪅≉ᛶ
ཎᏊຊ⅏ᐖ⿕⅏ᆅᇦࡢ≉ᛶࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ㧗⥺㔞ᆅ

㸱㸬ࣉࣛࢽࣥࢢㄢ㢟

ᇦ࠾ࡅࡿᒃఫ≧ἣࢹ࣮ࢱࠊලయⓗࡣࠕ ᖺࡢᅜ

ձ㐣ィ⏬ࡢ㜵Ṇ
㒔ᕷィ⏬ࡣ୍⯡ⓗ⛉Ꮫⓗண

ࠖࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࡘ

ࢆ㉸࠼ࡓࠕ㐣ィ⏬ࠖ

ໃㄪᰝࡢᑠᆅᇦ㞟ィ⤖ᯝࠖࠕ ᖺఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィ

࡞ࡾࡀࡕࡔࡀࠊ㒔ᕷࣞ࣋ࣝࡢ⅏ᐖ࡛ࡣࠊ᭦ࠕ㐣ࠖ ㄪᰝ༊ᕷ⏫ᮧู㞟ィ⤖ᯝࠖࡽ᥎ィࡋࡓᇶᮏ༢༊ูࡢ
ᒃఫ≧ἣࢹ࣮ࢱᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡼࡿ㒔㐨ᗓ┴ูࡢ⯟✵ᶵ
࡞ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋ☜ᐇ࡞ண ᇶ࡙࠸ࡓⓗ☜࡞ィ⏬
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ✵㛫⥺㔞⋡ࡢ

ᐃ⤖ᯝ㸦 ᖺ㸳᭶ 

ղఫẸࡢィ⏬ཧ⏬

᪥⟬㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼࡢ⚟ᓥ┴ࡢᕷ

㒔ᕷィ⏬ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃఫẸࡢཧ⏬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ

⏫ᮧูࠊ⥺㔞ูᆅᇦࡢᒃఫ࣭ఫᏯ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ᥎ィ

ࡀࠊᙺᡤ࣭ᙺሙࡀ㑊㞴ࡋࠊ㑊㞴ఫẸࡣᗈᇦศᩓࡋ࡚࠸

ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆࡲࡵࡿ௨ୗࡢࡼ

ࡿࡢ࡛ࠊཧ⏬ࡣ⡆༢࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊࠕࡲࡕࠖࢆ⯆ࡍ

࠺࡞ࡿࠋ

ࡿཎືຊࡣ㛫㐪࠸࡞ࡃ㑊㞴ఫẸ࡞ࡢ࡛ࠊ࠶ࡽࡺࡿ᪉ἲ࡛

࣭⥺㔞ูࡳࡿࠊ20mSv ௨ୖࡢᆅᇦᒃఫࡋ࡚࠸ࡓ

ఫẸࡢពྥࢆᫎࡉࡏࡿᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ேཱྀࡣࠊᾉỤ⏫ࠊᐩᒸ⏫ࠊ⇃⏫ࡢ㡰࡛ከ࠸ࡀࠊ50mSv

ճ⮬యࡢ࣐ࣥࣃ࣮࣡ᙉ

௨ୖࡢᆅᇦࡢேཱྀࡣ⇃⏫࡛ከ࠸ࠋ

ཎⓎ⿕⅏ᆅ࡛ࡣᑠ⮬యࡀከ࠸ࠋ⯆ィ⏬ࡢᐇ⌧ࡣࠊ ࣭50mSv ௨ୖ㸦⥺㔞ヲᆅᇦࢆྵࡴ㸧ࡢᆅᇦࡢᖺ㱋ู
୍⯡ୡᖏேཱྀࢆぢࡿࠊ᭱ࡶேཱྀࡀከ࠸⇃⏫࡛ࡣࠊᖺ
㏻ᖖ࡛ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸࣐ࣥࣃ࣮࣡ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᵝࠎ
࡞ᙧ࡛ࡢ࣐ࣥࣃ࣮࣡ࡢࣂࢵࢡࢵࣉࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋྠ

㱋ࡢࣆ࣮ࢡࡣ 㹼 ṓ 㹼 ṓ࠶ࡾࠊḟேཱྀࡀ

ࠊࡑࢀࡽࡢ㐺ษ࡞⤌ࡳྜࢃࡏࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ከ࠸ⴥ⏫ࡸᾉỤ⏫ẚࡿⱝ࠸ୡ௦ࡢྜࡀ㧗࠸ࠋ

մᅜ࣭┴ࡢᙺ

ࡲࡓࠊ⇃⏫ᐩᒸ⏫ࡣⴥ⏫ࡸᾉỤ⏫ẚࡿⱝ࠸

ྛ⮬యࡣࠊ࣐ࣥࣃ࣮࣡ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⯆ࡢ㈈※ࡶ

ኵ፬ࡢࡳୡᖏࡸኵ፬Ꮚୡᖏࡢྜࡀከࡃࠊࡢぶ᪘ୡ

ஈࡋ࠸ࠋᅜ࣭┴ࡣࠊ⯆ࡢࡓࡵࡢไᗘ㈈※ࢆᢸᙜࡋ࡚

ᖏ㸦ࢇࡣ㸱ୡ௦ୡᖏ㸧ࡢྜࡀᑡ࡞࠸࠸࠺ࡸࡸ

－ 19 －

㒔ᕷⓗ࡞ᛶ᱁ࢆᣢࡗࡓᆅᇦ࡛࠶ࡗࡓゝ࠼ࡿࠋ

ࡉࡽࠊ⛣ఫࡲ࡛ᚅ࡚ࡿᮇ㛫ࡣ㸱ᖺ௨ෆࡀ⣙༙ᩘࠋ


㸲㸬⥺㔞ูᆅᇦࡢேཱྀࠕᑗ᮶ண ࠖ⤖ᯝ
 ⌧ᅾࠊ♫ಖ㞀࣭ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤࡽࡣࠊᅜᕷ⏫ᮧ
ู 2015㹼2040 ᖺࡲ࡛ࡢᛶูࠊᖺ㱋㝵⣭ูேཱྀࡢண ⤖
ᯝࡀබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࡓࡔࡋࠊ⚟ᓥ┴ࡘ࠸࡚ࡣ⾲㇟ᆅ
ᇦࡣࠕ⚟ᓥ┴ࠖࡢࡳ㸧ࠋࡑࡇ࡛ࠊ2005㹼2010 ᖺࡢ㛫ࡢ 1/4
ᆅᇦ࣓ࢵࢩࣗ㸦࠾࠾ࡴࡡ 250m ࣓ࢵࢩࣗ㸧ࡈࡢࢥ࣮࣮࣍
ࢺኚ⋡ࢆ⏝࠸࡚ࠊ࣓ࢵࢩࣗࡈࡢ 2015㹼2040 ᖺࡲ࡛ࡢ
ᛶูࠊᖺ㱋㝵⣭ูேཱྀࢆヨ⟬ࡋࡓ㸦┴ูྜィࡣࠊᛶูࠊ
ᖺ㱋ูࢭࣝࡈබ⾲್୍⮴ࡍࡿࡼ࠺ㄪᩚ㸧ࠋࡑࡢᚋࠊ
࣓ࢵࢩࣗྵࡲࢀࡿᇶᮏ༢༊ࡈ 2015㹼2040 ᖺࡲ࡛
ࡢᛶูࠊᖺ㱋㝵⣭ูேཱྀࢆィ⟬ࡋࠊᇶᮏ༢༊ࡈࡢ್
ࢆᆅᇦࡢ⥺㔞༊ศู㞟ィࡍࡿࡇ࡛ࠊ⥺㔞ูᆅᇦࡢᑗ
᮶᥎ィேཱྀࢆồࡵࡓࠋࡇࡇ࡛ࡢィ⟬ࡣࠕᚑ๓ᒃఫ⪅ဨ
ࡀᖐ㑏ࡍࡿࠖࠕᚑ๓ࡢᆅᇦ⎔ቃ㸦≉㞠⏝࣭⤒῭≧ἣ㸧ࡀ
ᪧࡍࡿࠖࡇࢆ๓ᥦࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕண ࠖ࠸࠺
ࡼࡾࡶࠕᪧࡀ࡞ࡉࢀࡓ௬ᐃࡋࡓሙྜࡢᆅᇦࡢேཱྀಖ
ᣢຊࡢ᥎⛣ࠖࢆィ⟬ࡋࡓࡇ࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢィ⟬ࡢ┠
ⓗࡣࠊࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞⯆ィ⏬ࡢࡓࡵࡢᇶ♏㈨ᩱࢆᚓࡿࡇ
࡛࠶ࡾࠕ⌧ᐇⓗ࡞ᑗ᮶ேཱྀࡢண ࠖࡣពࡀ␗࡞ࡿࠋ
ࡓࡔࠊ⚟ᓥ┴యࡢᑗ᮶ேཱྀࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢺ࣮ࢱࣝ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ20mSv ௨ୖࡢᆅᇦఫࡴࠕண ࠖࡉࢀ
ࡿேཱྀࡣ⚟ᓥ┴ෆࡢࡇࡢᕷ⏫ᮧࡣఫࡴࡇ࡞ࡿࠋ
⌧ᐇࡣ 20mSv ௨ୖࡢᆅᇦࡣᒃఫ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⚟ᓥ
┴ෆࡢࡢᕷ⏫ᮧఫࡴࡇ࡞ࡾࠊᙜヱᆅᇦ㸦ࡶࡋࡃ
ࡣ௬ࡢ⏫㸧࡛ࡇࢀࡽࡢேࠎࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࡢᇶ┙ࢆ
ᩚഛࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⤖ᯝࢆぢࡿࠊ20mSv ௨ୖࡢᆅᇦ
࡛ࡣࠊ⚟ᓥ┴ᇦẚࡿࠊᅋሢୡ௦ࡢᙳ㡪௨እࡣࡑ
ࢀ㧗㱋ࡣ㐍ᒎࡋ࡞࠸࠸࠺⤖ᯝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
20mSv ௨ୖࡢᆅᇦෆࡢேཱྀࡀከ࠸ࡢࡣࠊᐩᒸ⏫ࠊ⇃⏫ࠊ
ᾉỤ⏫࡛࠶ࡿࠋಶูぢ࡚࠸ࡃࠊᅋሢୡ௦ࡢ✺ฟศࡣ
ᾉỤ⏫ࡢᙳ㡪࡛࠶ࡿࡇࠊᾉỤ⏫࡛ࡣᛴ㏿࡞㧗㱋
ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊᐩᒸ⏫⇃⏫࡛ࡣ㧗㱋ࡢ㐍ᒎࡣ⦆
ࡸ࡛࠶ࡿ࠸࠺⤖ᯝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2010 ᖺࡢᅜໃㄪᰝ
ࡢ⤖ᯝࡽ㸱⏫ࡢ⫋ᴗᵓᡂࢆぢࡿࠊ〇㐀ᴗᘓタᴗࡀ
ᇶᖿ⏘ᴗ࡛࠶ࡾࠊ୕ḟ⏘ᴗࡀᆅᇦࢧ࣮ࣅࢫ㟂せᑐᛂࡋ
࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓᵝᏊࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㸱⏫ࡢ⤒
῭ⓗ࡞ᇶ┙ࡣࡋ࡚〇㐀ᴗᘓタᴗࡀᢸࡗ࡚࠸ࡓ᥎
ᐹࡉࢀࡿࠋ

㸳㸬ᒃఫࡢ⯆ྥࡅ࡚
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨ウ⤖ᯝࡽࠊࡶࡋࠕᩘᖺෆᖐ㑏ࡀྍ⬟

࡛࠶ࡿࡇ➼ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᐩᒸ⏫ࡼࡿఫ

࡞ࡿࠖ࠸࠺๓ᥦ࡛ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡋ࡚ࡶࠊᖐ㑏ᕼᮃ

Ẹពྥㄪᰝࡢ⤖ᯝࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝࡽࡶࡰྠᵝ

⪅ࡣ㧗㱋⪅ୡᖏ೫ࡿࡇ࡞ࡿணࡉࢀࡿࠋᖐ㑏ࡋ

ࡢഴྥࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋ

࡞࠸⌮⏤ࡀࠕᨺᑕ⥺㔞ࡢపୗࠖࠕ་⒪ᶵ㛵ࡢᩚഛࠖࠕཎᏊ

࣭ୡᖏఫᏯࡢᑐᛂ㛵ಀࢆࡳࡿࠊࠕ ṓ௨ୖ༢㌟ࠊ
ṓ௨ୖኵ፬ࡢࡳࠊᣢᐙᡞᘓ  ੍ᮍ‶ࠊୡᖏධ  
ᮍ‶ࠊᘓ⠏ᮇ  ᖺ௨๓ࠖࠊ
ࠕ㸱ୡ௦ࠊᣢᐙᡞᘓ
 ੍௨ୖࠖࠊࠕ ṓᮍ‶༢㌟ࠊᐙ➼ࠊᘓ⠏ᮇ 
ᖺ௨㝆ࠖࡢࠕࠖෆࡢせ⣲㛫ࡢ㛵㐃ᛶࡀᙉ࠸࠸࠺ẚ㍑ⓗ
⌮ゎࡋࡸࡍ࠸⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡿࠋ
࣭ࡇࢀࡽࠊཎᏊຊ⅏ᐖ⿕⅏ᆅᇦࡣࠊࠕ᰾ᐙ᪘࡛⤒῭
ⓗ࣏ࢸࣥࢩ࣭ࣕࣝᒃఫఫᏯࡶᶆ‽ⓗ࡞ࣇ࣑࣮ࣜୡᖏࠖ
ࠕ⤒῭ⓗ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡀẚ㍑ⓗ㧗ࡃࠊつᶍࡢࡁ࡞ᡞᘓ
ᣢᐙᒃఫࡍࡿ㸱ୡ௦ୡᖏࠖࠕᐙᒃఫࡢⱝᖺ༢㌟ୡᖏࠖ
ࠕ⠏ᚋ⤒㐣ᖺᩘࡀከ࠸ᡞᑠつᶍᡞᘓᣢᐙఫࡴ㧗㱋⪅ୡ
ᖏࠖࡀΰᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ㒔ᕷⓗ࡞せ⣲㎰ᮧⓗ࡞
せ⣲ࡢΰᅾࡀࠊᒃఫ㠃࠾ࡅࡿᆅᇦࡢ≉ᛶ࡛࠶ࡗࡓゝ
࠼ࡿࠋ

㸱㸬⿕⅏ୡᖏࡢᒃఫពྥ
 ୍᪉ࠊ⿕⅏ୡᖏࡢᒃఫពྥࡘ࠸࡚ࠊ⯆ᗇ࣭⚟ᓥ
┴࣭ヱᙜᕷ⏫ᮧࡼࡿࠕཎᏊຊ⿕⅏⮬య࠾ࡅࡿఫẸ
ពྥㄪᰝࠖ⤖ᯝࡢࡲࡵࢆぢࡿࠊ
࣭ୡᖏศ㞳ࢆࡋ࡚࠸ࡿୡᖏࡣ㸱㹼㸳ࠋ
࣭ᖐ㑏ពྥࡣ㧗㱋⪅㧗ࡃࠊⱝᖺ⪅ప࠸ࠋ
࣭ࠕᏊ౪ࡢ࠸ࡿୡᖏ࠸࡞࠸ୡᖏ࡛ࡣࠊᏊ౪ࡢ࠸ࡿୡ
ᖏࡢ᪉ࡀᖐ㑏ពྥࡣప࠸ࠋ
࣭ᖐ㑏ࡢ᮲௳ࡋ࡚ࡣࠊࠕᨺᑕ⥺㔞ࡢపୗࠖࠕ་⒪ᶵ㛵ࡢ
ᩚഛࠖࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᏳᛶࡢ☜ಖࠖࠋ
࣭ᖐ㑏ࢆᕼᮃࡋ࡞࠸⌮⏤ࡣࠊࠕᨺᑕ⥺㔞ࠖࠖࠕཎᏊຊⓎ㟁
ᡤࡢᏳᛶࠖࠕ་⒪⎔ቃࠖࠕၟᴗタ➼ࡢᪧࠖࡢᏳࠊ
ࠕᐙࡢởᦆ࣭ຎࠖ➼ࠋ
࣭㑊㞴ᮇ㛫୰ࡢᒃఫᆅᕼᮃࡣ࠸ࢃࡁᕷࡀ᭱ࡶከࡃࠊ⚟ᓥ
ᕷࠊ༡┦㤿ᕷࠊ㒆ᒣᕷࡀ⥆ࡃࠋ
࣭㑊㞴ᮇ㛫୰ࡢᕼᮃఫᒃᙧែࡣࠊᣢᐙ㸲㹼㸳ࠊබႠఫ
Ꮿ㸰๓ᚋࠊẸ㛫㈤㈚ఫᏯ㸯㹼㸱ࠋ
࣭⏫እࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᒃఫពྥࡣࠊࠕ⌧Ⅼ࡛ࡣุ᩿
࡛ࡁ࡞࠸ࠖࡀ⣙༙ᩘࠋᖺ㱋ู࡛ࡣࠕᒃఫࡍࡿࠖࡣⱝ࠸ୡ
௦࡛ࡣపࡃࠊ㧗㱋⪅࡛ࡣ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊ⏫እࢥ࣑ࣗࢽࢸ
ࡢ⛣㌿ᙜࡓࡗ࡚ࡢඃඛ㡯ࡣࠕᕼᮃࡍࡿᒃఫᙧែ࡛
࠶ࡿࡇࠖࠕᕼᮃࡍࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࡇࠖࡀከࡃࠊ⏕άࡢ
ࡓࡵࡢタࡋ࡚ࡣࠕ་⒪ࠖࠕၟᗑ➼ࠖࡢせᮃࡀከ࠸ࠋ

ࡇࢀࡽࠊⱝ࠸ୡ௦ࠊᏊ౪ࢆᣢࡘୡᖏࡢᖐ㑏ᕼᮃࡣ㧗

ຊⓎ㟁ᡤࡢᏳᛶࡢ☜ಖࠖ➼࡛࠶ࡿࡇࢆ⪃࠼ࡿࠊᏊ

㱋⪅ୡᖏẚࡿᙉࡃ࡞࠸ࡇࠊ⌧ᐇୡᖏศ㞳ࡀ㐍

⫱࡚ᮇࡢୡᖏࡗ࡚ᖐ㑏ࡢࣁ࣮ࢻࣝࡣ࡞ࡾ㧗࠸⪃

ࢇ࡛࠸ࡿࡇࠊ⏫እࢥ࣑ࣗࢽࢸ⛣㌿ࡍࡿࡋ࡚ࡶ⛣

࠼ࡽࢀࠊᚋࡢᒃఫィ⏬ࡢ❧࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ㧗㱋♫

㌿ᕼᮃࡀከ࠸ࡢࡣ㧗㱋⪅ୡᖏ࡛࠶ࡾࠊ㸱ᖺ௨ෆࡢᣢᐙࢆ

ࢆ๓ᥦࡋ࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽࠊᚑ๓ࡢ⤒῭ᇶ

୰ᚰࡋࡓఫᏯᩚഛࡀᮃࡲࢀ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࠋ

┙ࡀ〇㐀ᴗᘓタᴗ࡛࠶ࡾࠊ㧗㱋ࡢ㐍ᒎࡀ⦆ࡸ࡛࠶

－ 20 －

ࡗࡓࡇࢆ⪃៖ࡍࡿࠊᚑ๓ࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦ⛛ᗎࡢᙧᡂࡢ

ࡀ␗࡞ࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࡇࢀ㓄៖ࡋ࡞࠸ࡇࡍࡿࠋ

ࡓࡵࡣⱝᖺᒙࡢ⏕ᴗࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᆅᇦࡢ⤒῭ᇶ┙

 ᅗ 1 ࡣ 2014 ᖺ 9 ᭶ᖹᆒ✵㛫⥺㔞⋡ࡢศᕸ࡛࠶ࡿࠋከࡃ

ࡢ⏕ࢆࡢࡼ࠺⾜࠺ࡶࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿゝ࠼ࡿࠋ

ࡢ ᐃⅬࡀ 1mSv/year ┦ᙜࡍࡿ 0.23μSv/hour ௨ୗ࡞ࡗ



࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ࠸ࡃࡘࡢ⮬య࡛ࡣ 20mSv/year ┦ᙜ

࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ

ࡍࡿ 4.6μSv/hour ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ ᐃⅬࡀከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ

  ࠕᖹᡂ  ᖺᗘཎᏊຊ⿕⅏⮬య࠾ࡅࡿఫẸពྥ

ࡇࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋࡇࡢࡇࡣᅗ 2 ♧ࡍ

ㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌᭩ࠖ㸸⯆ᗇࠊ⚟ᓥ┴ࠊ┴ෆᕷ⏫ᮧ

㢖ᗘศᕸࡽࡶぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ







㸱㸬✵㛫⥺㔞⋡ࡢ⤒ኚഴྥࡢศᯒ

㸺ᗈᇦ :* ሗ࿌㸸ᨺᑕ⬟ởᰁィ

㈨ᩱศᯒᇶ࡙ࡃᖐ

ᐃᆅⅬᩘࡢ

 ࣜࣝࢱ࣒⥺㔞

ᐃࢩࢫࢸ࣒࣭ྍᦙᆺࣔࢽࢱࣜࣥࢢ

㑏ᨭᇶ♏㈨ᩱࡢヨస࣭Ώ㑓ᾈᩥ㸼

࣏ࢫࢺࡣࠊ᭱ࡶ᪩࠸

ᐃⅬ࡛ 2011 ᖺ 9 ᭶ࠊᅇ㞟ࡋ



ࡓ㈨ᩱࡢ࠺ࡕ᭱ࡶ㐜࠸

㸯㸬ࡣࡌࡵ

࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣྛ

ᐃⅬ࡛ 2014 ᖺ 5 ᭶タ⨨ࡉࢀ࡚

ᐃⅬ࠾ࡅࡿ✵㛫⥺㔞⋡ࡢ⤒ኚ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏క࠺ᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ
ࡼࡿᨺᑕ⬟ởᰁࡣࠊ㟈⅏ᚋ⣙ 4 ᖺࢆ⤒ࡼ࠺ࡍࡿ⌧ᅾ
࡛ࡶ⣙ 12 ேࡢ⚟ᓥ┴Ẹࡢ㑊㞴ࢆᙉ࠸࡚࠸ࡿࠋᨺᑕ⬟ở
ᰁࣞ࣋ࣝ㸦㑊㞴ᇶ‽ 20mv/year㸧ᛂࡌ࡚ᣦᐃࡉࢀࡓ㑊㞴
ᣦ♧༊ᇦࡢ࠺ࡕࠊ㝖ᰁᴗࡢࡋࡓ⏣ᮧᕷ㒔㊰ᆅ༊
ᕝෆᮧᮾ㒊ࡢ୍㒊࡛ࡣᣦᐃゎ㝖ࡀ࡞ࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊᨻᗓ
ࡢ㛗ᮇ┠ᶆ࡛࠶ࡿ✵㛫⥺㔞⋡ 1mSv/year ┦ᙜࢆୗᅇࡗ࡚࠾
ࡽࡎࠊᏳᏳᚰࡢ⊃㛫࡛⿕⅏ࡉࢀࡓ᪉ࠎࡀᅔᝨࡋ࡚࠸
ࡿࡇࡣീ㞴ࡃ࡞࠸ࠋ
ᅜࡼࡿᨺᑕ⬟ởᰁィ

ࡣࠊ✵㛫⥺㔞⋡ࡘ࠸࡚ࡲࡵ

1)

ࡽࢀࡓ᪤ሗ ࡢ㏻ࡾࠊձ⯟✵ᶵࣔࢽࢱࣜࣥࢢࠊղ⮬ື㌴㉮
⾜ࢧ࣮࣋ࠊճᐃⅬ

ᐃ㸦ࣜࣝࢱ࣒ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ

ࢫࢸ࣒➼㸧࡛࠶ࡿࠋබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢀࡽ㈨ᩱࡢศᯒࢆ
㏻ࡌ࡚ởᰁࡢᴫἣᢕᥱࡣྍ⬟࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ≉๓⪅ 2 ᡭ
ἲࡣᖖᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᐃⅬ
ࣝࢱ࣒⥺㔞

ᐃ㸦ࣜ

ᐃࢩࢫࢸ࣒࣭ᅛᐃᆺࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫ

ࢺ࣭ྍᦙᆺࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺ㸧ࡣࠊ⚟ᓥ┴ෆ 3,256 Ⅼ
タ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ10 ศ㛫㝸࡛✵㛫⥺㔞⋡ࢆ

ᐃࡋ

ᯝࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㝖ᰁᴗ㝿ࡋ࡚ࡶᨺᑕ⥺

ᐃ⤖

ᐃࡣᐇ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ⤫ィ್ࡢࡳࡢබ⾲࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏ࡣࠊ๓㏙ࡢᐃⅬ

ᐃ⤖ᯝࡢබ⾲㈨ᩱࢆ㞟ࡋࠊࡑࡢ

⤒ኚഴྥࢆศᯒࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᖐ㑏ᨭࡢࡓࡵ
ࡢᇶ♏ⓗ࡞▱ぢࢆᚓࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓ◊✲⤖ᯝࡢ୍㒊
ࢆ⤂ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ㸯  ᖺ  ᭶ᖹᆒ✵㛫⥺㔞⋡ࡢศᕸ>w6YKRXU@


㸰㸬⚟ᓥ┴┦ᆅᇦࡢᨺᑕ⥺㔞 ᐃ⤖ᯝ
 ୖ㏙ࡢࡼ࠺ࠊཎᏊຊつไጤဨࡣᨺᑕ⥺㔞
ࢆ 10 ศ㛫㝸࡛බ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ

ᐃ⤖ᯝ

2)

ࠋᮏ✏࡛ࡣࡋ࡚⚟ᓥ┴

┦ᆅᇦタ⨨ࡉࢀࡓ 718 Ⅼࡢ㈨ᩱᇶ࡙ࡁศᯒࢆ⾜࠺ࠋ
㈨ᩱࡣࠊྛ

ᐃⅬࡀタ⨨ࡉࢀ㈨ᩱබ㛤ࡉࢀࡓⅬࡽ

2014 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡘ࠸࡚ධᡭࡋࡓࠋࡇࢀࡽ
10 ศ㛫㝸

ᐃ㈨ᩱࡽྛ᭶ᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࠊ௨㝆ࡢศ

ᯒ࣭⪃ᐹ⏝࠸ࡿࡇࡍࡿࠋᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺タ⨨࣭㈨
ᩱබ㛤ࡉࢀࡓᮇࡣ

ᐃⅬࡼࡗ࡚ࡁࡃ␗࡞ࡿࡇ

␃ពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᆅᇦࡼࡾ㝖ᰁᴗࡢ㐍⾜⛬ᗘ
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ᅗ   ᖺ  ᭶ᖹᆒ✵㛫⥺㔞⋡ࡢ㢖ᗘศᕸ

ࡿࡇࡶศࡿࠋ

ഴྥࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ
 ᅗ 3 ࡣࠊẚ㍑ⓗ✵㛫⥺㔞⋡ࡢ㧗࠸࠸ࡃࡘࡢ
ࡘ࠸࡚ࠊ⤒ኚഴྥィ

ᐃⅬ

㛤ጞ᭶௨㝆ࡢ᭶ᩘᇶ࡙ࡃ

ῶ⾶᭤⥺ࡢ᥎ᐃࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋྛ

ᐃⅬࡶῶ

 㔜ࡡ࡚␃ពⅬࢆグࡍࡀࠊ๓㏙ࡢ࠾ࡾ
ࡣ

ᐃⅬࡼࡗ࡚

ᐃᮇ㛫ࡀ▷ࡃ᥎ᐃ⢭ᗘࡢ᳨ドࡀᚲせ࡞ࡇࠊ㝖ᰁࡢ

ຠᯝࢆぢᴟࡵࡿࡇㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࡍࡿࠋ

⾶ഴྥࡀ㢧ⴭ࡛ࠊ࠼ࡤࢭࢩ࣒࢘ 137 ࡢ≀⌮ⓗ༙ῶᮇࡀ
30 ᖺᣦࡉࢀࡿࡢᑐࡋ࡚㢧ⴭῶ⾶ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠᅗ

࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ

୰㐃⥆✵㛫⥺㔞⋡ࡀపୗࡍࡿ᭶ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࡀࠊ

1) Ώ㑓ᾈᩥ㸸ᮾி㟁ຊ⚟ᓥཎⓎᨾక࠺ᨺᑕ⬟ởᰁィ

ࡇࢀࡽࡣᮇ 1 ᭶࠶ࡓࡾࠊ✚㞷ࡢᙳ㡪ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ
㛫⥺㔞⋡ࡀపࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞

ᐃᮇ㛫୰ࡁࡃ✵

ࡢᐇ㝿, ᪥ᮏᘓ⠏ᏛᏛ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㸦㏆␥㸧,
pp917-918, 2014.09

ᐃⅬࡶぢཷࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ

ᮍ☜ㄆ࡛࠶ࡿࡶࡢࡢ㝖ᰁࡢຠᯝࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᥎ᐃࡉ
ࢀࡓῶ⾶᭤⥺ࡢᣦᩘ㒊㸦ࡇࢀࢆᔂቯಀᩘȢࡶ࠸࠺㸧ࡢ
ศᕸ≧ἣࢆ♧ࡋࡓࡢࡀᅗ 4 ࡛࠶ࡿࠋῶ⾶ഴྥࡀᅗ 3 ♧
ࡋࡓ

ᐃⅬࡼࡾࡶ㢧ⴭ࡞

ཷࡅࡽࢀ࡞࠸
ᐃᮇ㛫ࡀ▷࠸

ᐃⅬࠊࢇῶ⾶ഴྥࡀぢ

ᐃⅬࡀ࠶ࡿࡇࡶぢཷࡅࡽࢀࡿࠋణࡋࠊ
ᐃⅬ࠾࠸࡚ࡣ᥎ᐃ⢭ᗘࡀⴠࡕࡿ࡛࠶

ࢁ࠺ࡇࡀணࡉࢀࡿࡓࡵࠊ༑ศ࡞␃ពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ
ࡣゝࢆಗࡓ࡞࠸ࠋ
 ᅗ 5 ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶཧ⪃ࡋ࡚ࠊྛ

ᐃⅬࡢῶ⾶᭤⥺

ࡽ᥎ ࡉࢀࡿ 5mSv/year ┦ᙜࡲ࡛ῶ⾶ࡍࡿࡲ࡛ࡢࠊⓎ⅏ᚋ
᭶ᩘࡢศᕸࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋከࡃࡢ

ᐃⅬ࡛ࡣ 48 ࢝

᭶ࡘࡲࡾ⌧Ⅼ㸦2015 ᖺ 3 ᭶Ⅼ㸧࡛㆑⪅ࡢᣦࡍࡿ✵
㛫⥺㔞⋡ 3)ࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡍ୍᪉࡛ࠊ࠸ࡃࡘࡢ
⮬య࠾࠸࡚ࡣ✵㛫⥺㔞⋡ῶ⾶㛗ᮇࢆᚲせࡋ࡚࠸

ᅗ  ✵㛫⥺㔞⋡ῶ⾶᭤⥺ᣦᩘ㒊㸦ᔂቯಀᩘȢ㸧ࡢศᕸ

ᅗ  ✵㛫⥺㔞⋡⤒ኚഴྥῶ⾶᭤⥺᥎ᐃ

ᅗ  ✵㛫⥺㔞⋡ࡀ P6Y\HDU ┦ᙜࡲ࡛ῶ⾶ࡍࡿࡲ࡛ࡢ
᭶ᩘ㸦 ࡼࡾ㸧ࡢศᕸ
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2) ཎᏊຊつไጤဨ䠖ᅜཬ䜃⚟ᓥ┴䛾✵㛫⥺㔞

ᐃ⤖ᯝ㻘

ᅉࡼࡿῶ⾶㸦࢙࢘ࢨࣜࣥࢢຠᯝ㸧ࡼࡗ࡚ࠊ㝖ᰁ࡞ࡋ
࡛ࡶ༙ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋ
http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/index.html
㝖ᰁࡣ㛫ࡢ㜚࠸࡛࠶ࡿࠋᨺᑕ⬟ࡢຊࡀⴠࡕ࡚࠸
(2015.2.12sited)
3) ୰す㡰Ꮚ㸸ཎⓎᨾᨺᑕ⥺ࡢࣜࢫࢡᏛ㸪᪥ᮏホㄽ♫㸪 ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊ⿕᭚ࡼࡿேయࡢᙳ㡪ࡀపῶࡋ࡚࠸
ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣྠࠊ㝖ᰁࡢ⥺㔞పῶ
2014.03
ຠᯝࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇࢆࡶពࡋ࡚࠸ࡿࠋởᰁ

≧ἣ㔜Ⅼㄪᰝᆅᇦ࡛ࡣࠊᑠᏛᰯ࡞ࢆࡣࡌࡵࡍࡿබඹ

タࡢ㝖ᰁࡣ⤊ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ⏕άࡢᇶ┙࡞ࡿఫᏯࡢ
㸺ᗈᇦ :* ሗ࿌㸸⚟ᓥ㝖ᰁ࣭⯆ᨻ⟇ࡢၥ㢟Ⅼㄢ
㝖ᰁࡣࠊࡼ࠺ࡸࡃ༙ศࢆ㉸࠼ࡓࡇࢁ࡛࠶ࡿ 2)ࠋ
㢟࣭ᕝ㷂⯆ኴ㸼
⌧ᅾ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㝖ᰁࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ព⩏ࡸᙺ

ࢆㄆࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺㸽 ≉ᥐἲᇶ࡙ࡃᇶ
㸯㸬͆㝖ᰁ࡞ࡃࡋ࡚⯆࡞ࡋ͇࠸࠺ࢻࢢ࣐
ᮏ᪉㔪࠾࠸࡚ࡣࠊ㏣ຍ⿕᭚⥺㔞ࡀᖺ㛫 20mSv ᮍ‶࡛࠶
⚟ᓥ┴ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ㸦௨ୗࠕ⚟ᓥཎ
ࡿᆅᇦ࡛ࡣࠊ㛗ᮇⓗ࡞┠ᶆࡋ࡚ᖺ㛫 1mSv ௨ୗ࡞ࡿࡇ
Ⓨᨾࠖ㸧ࡢⓎ⏕కࡗ࡚ࠊ῝้ࡘ㔜࡞ᨺᑕ⬟⿕ᐖࢆ
ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᖺ㛫㏣ຍ⿕᭚⥺㔞 1mSv ࢆ
ཷࡅࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⚟ᓥ┴ࡢ⯆ྥࡅࡓㅖᨻ⟇
✵㛫⥺㔞⋡⟬ࡍࡿ 0.23μSv/h ࡛࠶ࡿࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࡢᇶᮏⓗ࡞⢭⚄ࡣࠊ㑊㞴ᣦ♧༊ᇦෆ࠶ࡗ࡚ࡣࠕᖐ㑏ࠖࠊ
ࡇࢀࢆࡵࡊࡋ࡚㝖ᰁࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㑊㞴ᣦ♧༊ᇦእ࠶ࡗ࡚ࡣࠕᒃఫࠖࢆ๓ᥦࡋ࡚ࠊࠕఫẸ
ᙜึࡽࠊ✵㛫⥺㔞⋡ 0.23μSv/h ࡛ࡣእ㒊⿕᭚⥺㔞ࡀ㐣
ࡢ⯆㸻⏕άࡢᘓࠖࠕࡩࡿࡉࡢ⯆㸻ሙᡤࡢ⏕ࠖ
ホ౯ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀᣦࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊᕷ⏫ᮧ
ࢆྠⓗᐇ⌧ࡋࡼ࠺࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㝖ᰁࡀࡑࡢ㉳
ࡀᐇࡋ࡚࠸ࡿಶே⥺㔞ィ㸦࢞ࣛࢫࣂࢵࢪ㸧ᇶ࡙ࡃእ
Ⅼࡘᇶ┙ࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㒊⿕᭚⥺㔞ࡢㄪᰝࡽࠊண㐪ࢃࡎࠊࡑࡢᐇ ್ࡣண
㝖ᰁࡢ᰿ᣐἲࡣࠊᖹᡂ 24 ᖺ 1 ᭶㠃ⓗ⾜ࡉࢀࡓ
್ࡢ 1/2㹼1/3 ࡛࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲ
ᨺᑕᛶ≀㉁ởᰁᑐฎ≉ูᥐ⨨ἲ㸦௨ୗࠕ≉ᥐἲࠖ㸧࡛࠶ࡿࠋ
ࡾࠊ⌧ᅾࠊ㝖ᰁࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿᕷ⏫ᮧ࡛ࡣࠊᐇࡣࠊ᪤
ᖹᡂ 27 ᖺ 1 ᭶⌧ᅾࠊࡇࡢ≉ᥐἲᇶ࡙ࡁࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡣࠊ
ᖺ㛫㏣ຍ⿕᭚⥺㔞 1mSv ᮍ‶ࡀ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀ
 59 ᕷ⏫ᮧࡢ࠺ࡕࠊᅜࡀ㝖ᰁࢆ⾜࠺㝖ᰁ≉ูᆅᇦࡀ 11
ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᕷ⏫ᮧࠊࡋ࡚ᕷ⏫ᮧࡀ㝖ᰁࢆ⾜࠺ởᰁ≧ἣ㔜Ⅼㄪᰝ
ᖺ㛫㏣ຍ⿕᭚⥺㔞 1mSv ࢆ๓ᥦࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊከࡃࡢᕷ
ᆅᇦࡀ 39 ᕷ⏫ᮧᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⏫ᮧ࡛ࡣࠊᨺᑕ⥺㜵ㆤࡢࡓࡵࡢ㝖ᰁࡢᚲせᛶࡣపୗࡋ࡚
᪤ࠊ⚟ᓥཎⓎᨾࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡽ 4 ᖺࠊ≉ᥐἲࡀ
࠸ࡿࡋࠊ㝖ᰁࡢ⥺㔞పῶຠᯝࡀࡁࡃపୗࡋ࡚࠸ࡿࡇ
㠃ⓗ⾜ࡉࢀ࡚ࡽ 3 ᖺࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ㛫ࠊ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊ㝖ᰁࡀᮏ᱁ⓗᐇࡉࢀጞࡵࡓ 3 ᖺ༙๓
㝖ᰁ㛵ࡍࡿ⛉Ꮫⓗ࣭⤒㦂ⓗ࡞▱ぢࡀ✚ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠾
ྠࡌᢏ⾡࣭᪉ἲࡢࡲࡲࠊࠕ✵㛫⥺㔞⋡ 0.23μSv/hࠖࢆ㝖ᰁ
ࡾࠊ࠸ࢃࡤ͆㝖ᰁ࡞ࡃࡋ࡚⯆࡞ࡋ͇࠸࠺ࢻࢢ࣐ᇶ
ࡢᐇࡸᏳᛶ㛵ࡍࡿ͆㜈್͇ࡸ͆┠ᶆ್͇ࡋ࡚┠
࡙࠸࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㝖ᰁ࣭⯆ᨻ⟇ࡢྜ⌮ᛶࡸጇᙜᛶ
ᣦࡍࡇࡣࠊ⮬ᕫ┠ⓗࡋࡓ㝖ᰁࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡞
ࢆ෭㟼ホ౯ࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࡘᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡽ࡞࠸ゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
➹⪅ࡣู✏࡚ࠊ㝖ᰁࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ㝖
ࡇࢀࡲ࡛㝖ᰁࡣࠊ⚟ᓥ⯆ࡢ㉳Ⅼ࡛࠶ࡾᇶ┙࡛࠶ࡿ
ᰁ࣭⯆ᨻ⟇ࡢᵓ⠏ྥࡅࡓ᳨ウㄢ㢟ࡋ࡚ࠊձ⚟ᓥ
ࡢ⨨࡙ࡅࡢࡶ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ㛫ࡢ⤒㐣క
⯆ࡢ㉳Ⅼࡘᇶ┙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㝖ᰁࡢᨻ⟇ⓗ࡞⨨࡙
࠺ᨺᑕ⬟ࡢຊࡢపୗࢆ⫼ᬒࡋ࡚ࠊࡑࡢព⩏ࡸᙺࡣ
ࡅࢆぢ┤ࡍࡇࠊղከᵝ࡞ఫẸࡀከᵝ࡞⏕άタィࢆ࡞ࡋ࠺
ࡁࡃኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ⥭ᛴⓗ࡞ᨺᑕ⥺㜵ㆤࢆ┠ⓗࡍࡿ㝖
ࡿࡼ࠺ࠕ㑊㞴ࠖࡸࠕ⛣ఫࠖࢃࡿᨭ⟇ࢆタ࣭
ᰁࢆᛕ㢌⨨࠸ࡓ͆㝖ᰁ࡞ࡃࡋ࡚⯆࡞ࡋ͇ࡢࢻࢢ࣐
ᐇࡍࡿࡇࠊճ⌧ᅾࡢ㑊㞴⪅ᑐࡍࡿ⏕άᨭ⟇ࢆタ࣭
ࡢᘏ㛗⥺ୖࠊ⚟ᓥࡢ⯆ࡢጼࢆᥥࡃࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧
ᐇࡍࡿࡇࢆᥦ㉳ࡋࡓ 1)ࠋᮏ✏ࡣࠊࡑࡢ⥆✏ࡋ࡚ࠊ⚟
ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊᚋࡢ㝖ᰁ࣭⯆ᨻ⟇ࡢ࠶ࡾ᪉
ᓥཎⓎᨾࡽ 4 ᖺࡀ⤒ࡗࡓ⌧ᅾࡢ㝖ᰁ࣭⯆ᨻ⟇ࡢၥ
ࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ࡢᇶᮏㄆ㆑ࡋ࡚☜ㄆࡉࢀ࡚࠾࠸࡚ࡼ࠸ࠋ
㢟Ⅼㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊởᰁ≧ἣ㔜Ⅼㄪᰝᆅᇦ㝖ᰁ≉ู
 ᨺᑕ⬟ởᰁ⎔ቃࡢᅇྥࡅࡓゎỴ⟇ࡢᅾ
ᆅᇦศࡅ࡚㏙ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㝖ᰁࡑࡢࡶࡢࡢᚲせᛶࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ
ゝ࠼ࡤࠊࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋேయࡢᙳ㡪ࡣపῶࡋ࡚࠸ࡿ
㸰㸬ởᰁ≧ἣ㔜Ⅼㄪᰝᆅᇦ㛵ࡍࡿ㝖ᰁ࣭⯆ᨻ⟇ࡢၥ
ࡣ࠸ࡗ࡚ࡶࠊ࡞࠾ᆅࡶᾏࡶᨺᑕ⬟࡛ởᰁࡉࢀࡓࡲࡲ
㢟Ⅼㄢ㢟
࡛࠶ࡿࡇࡣኚࢃࡽ࡞࠸ᐇ࡛࠶ࡾࠊᨺᑕ⬟ࡢ≀⌮Ꮫⓗ
 ⥭ᛴⓗ࡞ᨺᑕ⥺㜵ㆤࡢࡓࡵࡢ㝖ᰁࡢ⮬ᕫ┠ⓗ
༙ῶᮇࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊᚋࡣ⌧ᅾ࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸≧ែ
ᨺᑕ⬟ࡢຊࡣ᭱ึࡀ࡛᭱࠶ࡾࠊ㛫ࡢ⤒㐣ࡶ
ࡀ㛗ᮇࢃࡓࡗ࡚⥆ࡃࡇࡀணࡉࢀࡿࠋ
ⴠࡕ࡚ࡺࡃࠋ⚟ᓥཎⓎᨾࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡽ 4 ᖺࡀ⤒㐣ࡋ
⚟ᓥ┴ࡢ┴ᅵ㠃✚ࡢ 7 ࢆ༨ࡵࡿ᳃ᯘࡣࠊఫẸࡢ⿕᭚
ࡓࠊ✵㛫⥺㔞⋡ࡣࠊ≉ᥐἲࡀᡂ❧ࡋࡓᖹᡂ 23 ᖺࡢኟࡈ
⥺㔞ࡢᙳ㡪ࡣ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿ࠸ࡗࡓ⌮⏤ࡽࠊᏯᆅࡢ
ࢁẚࡿࠊᨺᑕ⬟ࡢ≀⌮ⓗῶ⾶㢼㞵࡞ࡢ⮬↛せ
࿘㎶࡞ࡢࡣ㝖ᰁࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ
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ࡗ࡚࠸ࡿ 4)ࠋࡉࡽࠊ㑊㞴ᣦ♧ࡀゎ㝖ࡉࢀࡓࡋ࡚ࡶࠊⱝ
ᖺᒙࢆࡣࡌࡵࡋ࡚ࠊఫẸࡣࡑࢀᖐ㑏ࡋ࡞࠸ࡇࡶ
᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࡣࠊᖹᡂ 25 ᖺ 12 ᭶ࠕཎᏊຊ⅏
ᐖࡽࡢ⚟ᓥ⯆ࡢຍ㏿ྥࡅ࡚ࠖࢆỴᐃࡋࠊࠕ᪩ᮇᖐ㑏
ᨭ᪂⏕άᨭࡢ୧㠃࡛⚟ᓥࢆᨭ࠼ࡿࠖࡢ᪉㔪ࢆᡴ
ࡕฟࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾ⣮தᑂ
ᰝࡣࠊྠ᭶ࠕ୰㛫ᣦ㔪➨ᅄḟ㏣⿵ࠖࢆỴᐃࡋࠊ⛣ఫ
ࡲࡓࡣ㛗ᮇ㑊㞴ࡢࡓࡵ㈇ᢸࡋࡓఫᏯ࣭Ꮿᆅࡢྲྀᚓ
ࢃࡿ㈝⏝ࡘ࠸࡚ࠊᨾ๓ࡢ౯್ࢆ㉸࠼࡚㈺ൾࡍࡿࡶ
ࡢࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊࢇ࡞ᨺᑕ⬟ởᰁࡉࢀ࡚࠸ࡼ
࠺ࡶࠊ㝖ᰁࢆ๓ᥦࡋ࡚ࠊ͆࠸ࡘࡣဨᖐ㑏͇࠸࠺
᪉㔪ࢆ୍㒊ኚ᭦ࡋࡓࡶࡢࡔゎ㔘࡛ࡁࡿࡀࠊᑐ㇟⪅ࡣᇶ
ᮏⓗᖐ㑏ᅔ㞴༊ᇦෆࡢఫẸࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᒃఫไ㝈༊
ᇦෆ㑊㞴ᣦ♧ゎ㝖‽ഛ༊ᇦෆࡢఫẸࡘ࠸࡚ࡣࠕ⛣ఫ
➼ࢆࡍࡿࡇࡀྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿ⪅ࠖࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࡞ࠊᨵၿࡉࢀࡿࡁⅬࡀከ࠸ࠋ
せࡍࡿࠊ͆㝖ᰁ࡞ࡃࡋ࡚⯆࡞ࡋ͇࠸࠺ࢻࢢ࣐ࡢ
ࡶᵓ㐀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㝖ᰁ࣭⯆ᨻ⟇ࡣࠊ୍᪉࡛ࡣࠊ
᪤ࡑࡢྜ⌮ᛶࡸጇᙜᛶࡀኻࢃࢀࡘࡘ࠶ࡾࠊࠕ⯆ࡣఱ
ࠖ࠸࠺ᇶᮏⓗ࡞ၥ࠸ᑐࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡞ࡀࡽࠊ㝖ᰁ
ࢆ㏻ࡌࡓࠕࡩࡿࡉࡢ⯆㸻ሙᡤࡢ⏕ࠖ࡞ࡃࡋ࡚ࡶࠊ
ࠕఫẸࡢ⯆㸻⏕άࡢᘓࠖࡣ࠶ࡾ࠺ࡿ࠸࠺ࡇࢆ
ㄆࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᖐ㑏ᅔ㞴༊ᇦෆ
ࡢሙᡤ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡓఫẸᑐࡋ࡚ࠊ͆௬ࡢ⏫͇ࡢධᒃ
ࢆ᩷᪕ࡍࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⛣ఫᨭ⟇ࢆᐇࡍࡿࡇࡀồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊᖐ㑏ᅔ㞴༊ᇦ௨እࡢሙᡤ࡛ᬽࡽ
ࡋ࡚࠸ࡓఫẸᑐࡋ࡚ࡶࠊᖐ㑏ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⛣ఫ࠸࠺
㑅ᢥ⫥ࢆタ࣭ᐇࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸱㸬㝖ᰁ≉ูᆅᇦ㛵ࡍࡿ㝖ᰁ࣭⯆ᨻ⟇ࡢၥ㢟Ⅼㄢ
 ᗈᇦ༢࡛ࡢ㝖ᰁ࣭⯆ᨻ⟇࣭యไࡢ☜❧
㢟
ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ㝖ᰁࡣ࡞࠾ሙᡤࡼࡗ࡚ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿ
 㝖ᰁࢆ๓ᥦࡋ࡞࠸⯆ᨻ⟇ࡢ☜❧
ࡢ࡛ࠊࡑࡢᐇࢆ㏻ࡌ࡚ࠕఫẸࡢ⯆㸻⏕άࡢᘓࠖ
㝖ᰁ≉ูᆅᇦᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᕷ⏫ᮧࡗ࡚ࡣࠊᅜ
ࠕࡩࡿࡉࡢ⯆㸻ሙᡤࡢ⏕ࠖࢆྠⓗᐇ⌧ࡍࡿ
ࡼࡿ㝖ᰁࡢᐇࡀᖐ㑏ࢆᯝࡓࡍୖ࡛ࡢ๓ᥦ࡛࠶ࡾࠊ
࠸࠺㝖ᰁ࣭⯆ᨻ⟇ࡣࠊྜ⌮ᛶࡸጇᙜᛶࢆኻࡗࡓ
ࡑࡢ㐜ᘏࡣࡑࡢࡲࡲ⯆ࡢ㐜ᘏࢆពࡍࡿࡇ࡞ࡿ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢព࡛ࡣࠊ㝖ᰁࡢຠᯝఫẸࡢពྥ
ࡇࢁࠊయⓗ㝖ᰁࡣᙜึࡢணᐃࡼࡾࡶ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ ࢆ☜ࡵ࡞ࡀࡽࠊ㝖ᰁࢆ㑅ᢥⓗࡘ㔜Ⅼⓗᐇࡍࡁ
ࡇࢀࢆຍ㏿ࡉࡏࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡗ
ࡔ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡢၥ㢟ࡣࠊ㝖ᰁ⯆ࡢ✵㛫
࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࡇࢀࡲ࡛✚ࡉࢀࡓ⛉Ꮫⓗ࣭⤒㦂ⓗ
༢ࡀᕷ⏫ᮧࡢ⾜ᨻ༊ᇦ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࠶ࡿࠋ
▱ぢࡽࡣࠊࡴࡋࢁ㝖ᰁࢆ๓ᥦࡋ࡞࠸⯆ᨻ⟇ࡢ☜❧
࠼ࡤࠊⴥ⏫࡛ࡣࠊ⾜ᨻ༊ᇦ㠃✚ࡢ 96㸣ࡀᖐ㑏ᅔ㞴
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ
༊ᇦᣦᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྠ༊ᇦෆྠࡌࡃ 96㸣ࡢఫẸࡀ
ᖹᡂ 26 ᖺ 4 ᭶ࡣ⏣ᮧᕷ㒔㊰ᆅ༊ࠊྠᖺ 10 ᭶ࡣᕝ
ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡓ⏫࡛࠶ࡿࠋⴥ⏫ࡗ࡚ࡳࢀࡤࠊࡓ࠼
ෆᮧࡢ୍㒊ࡢ༊ᇦ࠾࠸࡚ࠊ㝖ᰁᐇィ⏬ᇶ࡙ࡃ㝖ᰁ
4㸣࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊᖐ㑏ᅔ㞴༊ᇦ௨እࡢሙᡤ⮬
ࡢ⤊࡞ࢆ⫼ᬒ㑊㞴ᣦ♧ࡀゎ㝖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇ࠺
యࡋ࡚ࡢᏑஸࡀࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅࡔࡽࠊࡑࡇࢆᅜ
ࡋࡓᆅᇦࡣࡶࡶ┦ᑐⓗప⥺㔞ࡢሙᡤ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ࢚
ࡋࡗࡾ㝖ᰁࡋ࡚ࡶࡽ࠸࡞ࡀࡽࠊ⮬ศࡣ⯆ィ⏬ࢆ❧
ࣜࡋ࡚ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡶ㛵㐃ࡍࡿࡀࠊ ࡋࠊᅜࡸ┴ࡢ㐃ᦠࡢࡶࠊ࡞ࢇ⮬ศࡢᏲഛ⠊
⌧⾜ࡢ㝖ᰁᢏ⾡࣭᪉ἲࡢຠᯝࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡾࠊ㝖ᰁ≉ู
ᅖᶒ㝈ࡢ୰࡛ࠊࡩࡿࡉᖐ㑏ྥࡅ࡚⯆ࡲࡕ࡙ࡃࡾ
ᆅᇦࡢ㒊ศࡢሙᡤ࡛ࡣࠊᙜศࡢ㛫ࠊ✵㛫⥺㔞⋡ࢆከࡃ
ࢆ㐍ࡵࡼ࠺࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ
ࡢᕷ⏫ᮧࡀ㝖ᰁࡢ⤊ࡢ┠ᏳࡸᏳ࣭Ᏻᚰᛶࡢᅇࡢ┠
ࡇ࠺ࡋࡓࡇࡀⴥ⏫㝈ࡽࡎࠊᖐ㑏ᅔ㞴༊ᇦࡸᒃఫ
Ᏻࡋ࡚࠸ࡿ 0.23μSv/h ࡸཎⓎᨾ๓ྠ⛬ᗘ㸦0.04μSv/h
ไ㝈༊ᇦࡀᗈࡃᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ⇃⏫ࠊᐩᒸ⏫ࠊᾉỤ⏫ࠊ
⛬ᗘ㸧ࡲ࡛పῶࡉࡏࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࡇࡶ᫂ࡽ࡞
㣤⯓ᮧ࡞࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡢᕷ⏫ᮧࡢ⾜ᨻ༊ᇦࡈ
ᒣ㠀ศ㞳࡛ᜨⓗ࡞ᬽࡽࡋࢆ⠏࠸࡚ࡁࡓ୰ᒣ㛫ᆅᇦࡢ
ఫẸࡣࠊᒣࡢ⤯⦕ࡀ㏕ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋἙᕝࡸỈ㊰ࡣࠊἙ
ᗋ࡞ᨺᑕ⬟ࡀỿ╔ࡋ࡚࠸ࡿࡋ࡚ࡶࠊỈࡼࡿ㐽ⶸ
ຠᯝࢆ⪃៖ࡍࢀࡤఫẸࡢ⿕᭚⥺㔞ࡢᙳ㡪ࡣ㝈ᐃⓗ࡛࠶
ࡿ࠸ࡗࡓ⌮⏤ࡽࠊᇶᮏⓗࡣ㝖ᰁࡢᑐ㇟ࡍࡽࡉࢀ
࡚࠾ࡽࡎࠊ⏕άࡢ᰿※ࢆ࡞ࡍỈࡣ༴㝤࡞ࡶࡢࢆそ࠺ H2O
ࡳ࡞ࡉࢀࠊỈ㎶ࡣ༴㝤࡞ࡶࡢࢆᗏ⛎ࡵࡓ㏆ᐤࡾࡀࡓ
࠸ሙᡤࡋ࡚ྲྀࡾṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㎰ᆅࡣࠊ㌿⪔ࡸ῝⪔
࡞ࡀ⾜ࢃࢀࠊ࠶ࡓࡶࡑࢀࡒࢀࡢ㎰ᆅࡀ͆᭱⤊ฎศሙ͇
࡛࠶ࡿࡢࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ࠸ࡃࡽ㎰స≀
ࡢᨺᑕ⬟ࡢ⛣⾜ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊᏳᛶࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡣ࠸ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡶࡑࡶ㣗≀ࡀ࠶ࡾవࡗ࡚࠸ࡿᡃ
ࡀᅜ࡛ࡣࠊ⡆༢ࡣ͆㢼ホ⿕ᐖ͇ࡣ᮰ࡋࡑ࠺ࡶ࡞࠸ࠋ
ࡘࡲࡾࠊᨺᑕ⥺㜵ㆤࡢࡓࡵࡢ㝖ᰁࡢᚲせᛶࡣపୗࡋ࡚
࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡑࡢᚲせᛶࡀపୗࡋࡓࡽࡇࡑࠊ
⎔ቃᅇࡢࡓࡵࡢ㝖ᰁຊࡀὀࡂ㎸ࡲࢀࡿࡁ≧ἣ⮳
ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࢃࡤࠊࢩ࣮࣋ࣝࢺ㸦Sv㸧ࢆ༢
ࡍࡿ㝖ᰁࡽ࣋ࢡࣞࣝ㸦Bq㸧ࢆ༢ࡍࡿ㝖ᰁࡢ㌿
ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ⌧ᅾࡢ㝖ᰁᢏ⾡࣭᪉ἲ࡛
ࡣᨺᑕ⬟ࢆࡍ࡚ྲྀࡾ㝖ࡃࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠊゝࡍࢀࡤࠊ
ᨺᑕ⬟ࡀࠕ࠶ࡿࠖሙᡤ࡛࠶ࡿࡇ⮬యࡣኚ࠼ࡽࢀࡎࠊୖ
グࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ᑐࡍࡿゎỴࡢ⣒ཱྀࢆぢ࠸ฟࡏ࡚࠸࡞࠸
ࡢࡀᐇ࡛࠶ࡿࠋ⚟ᓥཎⓎᨾࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡽ 4 ᖺࡀ⤒
ࡗࡓࠊởᰁ≧ἣ㔜Ⅼㄪᰝᆅᇦ࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ㔜ࡓࡃⱞ
ࡋ࠸ၥ㢟┤㠃ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⚟ᓥࡢேࡧࡀ⮬ศࡢᬽࡽࡋ
ࡢᏳᛶ☜ಙࢆᣢࡕࡁࢀ࡞࠸࡛࠸ࡿࡢࡣࠊࡇࡢࢩ࣮࣋
ࣝࢺ㸦Sv㸧࠸࠺ᨺᑕ⬟ࡢேయࡢᙳ㡪ࢆ ࡿ≀ᕪࡋ࡛
ࡣ ࢀ࡞࠸ၥ㢟ࡼࡿࡇࢁࡀࡁ࠸ࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿ 3)ࠋ
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⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊせࡍࡿࠊ⿕ᐖ࠸࠺ព
࡛ࡶ㑊㞴࠸࠺ព࡛ࡶᗈᇦᛶ㛗ᮇᛶࢆ≉ᚩࡍࡿᨺ
ᑕ⬟⅏ᐖࡢᐇែࠊᕷ⏫ᮧ⩏❧ࡗࡓ㝖ᰁ࣭⯆ᨻ⟇
ࡢ✵㛫༢ࡀࢬ࡚ࣞ࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᚋࠊ㝖ᰁ≉ูᆅᇦ
ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᕷ⏫ᮧࡢ㝖ᰁ࣭⯆ࢆ㐍ࡵࡿ࠶ࡓࡗ
࡚ࡣࠊᇶ♏⮬యࡋ࡚ࡢ⤌⧊ࡢ࠶ࡾ᪉ࡸࠊᅜࡸ┴ࡢ
㐃ᦠࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡘࡘࠊᗈᇦ༢࡛ࡢ㝖ᰁ࣭
⯆ᨻ⟇࣭యไࢆ☜❧ࡍࡿࡇࡀᚲせࡔ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

0XQLFLSDOLWLHV LQ )XNXVKLPD 3UHIHFWXUH 5HFRUGV
RI WKH (DUO\ 6WDJH DIWHU WKH )XNXVKLPD 'DLLFKL
1XFOHDU 'LVDVWHU 3URFHHGLQJV RI ,QWHUQDWLRQDO

6\PSRVLXPRQ&LW\3ODQQLQJSS


 㡫

ࡽ  ᖺ༙ᚋࡢグ㘓㸫ࠖࠗ᪥ᮏ㒔ᕷィ⏬Ꮫ㒔ᕷィ⏬ㄽ

ࡢᵓ⠏ྥࡅࡓ᳨ウㄢ㢟㸫ࠖࠗ㒔ᕷၥ㢟࠘➨  ᕳ


.RWD.$:$6$.,㸦㸧3UHVHQW6WDWXVDQG3UREOHPV

ᕝ㷂⯆ኴ㸦㸧ࠕ㝖ᰁ≉ูᆅᇦ࠾ࡅࡿ㝖ᰁࡢᐇែ
ᕷ⏫ᮧࡢホ౯ぢゎ㸫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ

ᕝ㷂⯆ኴ㸦D㸧
ࠕ⚟ᓥࡢ㝖ᰁ⯆㸫⚟ᓥ⯆ᨻ⟇
➨  ྕࠊ 㡫

ᕝ㷂⯆ኴ㸦E㸧ࠕ⏕ά⪅ࡢᚰ㝖ᰁ⯆ࠖࠗ᪥
ᮏᨺᑕ⥺Ᏻ⟶⌮Ꮫ➨  ᅇᏛ⾡ㅮ₇ண✏㞟࠘



࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ


RI 'HFRQWDPLQDWLRQ 3ODQQLQJ DQG $FWLYLWLHV E\

ᩥ㞟࠘➨  ᕳ➨  ྕ






























㻖䠍᪥ᮏᏛᕤᏛ㒊ᘓ⠏Ꮫ⛉㻌 ᩍᤵ䞉ᕤಟ㻌
㻖㻞㻌 ⚟ᓥᏛ䛖䛴䛟䛧䜎䜅䛟䛧䜎ᮍ᮶ᨭ䝉䞁䝍䞊㻌 ≉௵◊✲ဨ䞉ᕤ༤㻌
㻖㻟 ᮾᏛ⅏ᐖ⛉Ꮫᅜ㝿◊✲ᡤ㻌 ᩍᤵ䞉ᕤ༤㻌
㻖㻠㻌 ᮾᕤᴗᏛᕤᏛ㒊ᘓ⠏Ꮫ⛉㻌 ᩍᤵ䞉ᕤ༤㻌
㻖㻡㻌 ⚟ᓥᏛඹ⏕䝅䝇䝔䝮⌮ᕤᏛ㢮㻌 ᩍᤵ䞉ᕤ༤㻌
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*1 Asocc. Prof., Nihon University, M, Eng.
*2 Project Researcher, FURE, Fukushia University, Dr. Eng.
*3 Prof., IRI DeS, Tohoku University, Dr. Eng.
*4 Prof., Tohoku Institute of Technology, Dr. Eng.
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ABSTRACT: In Fukushima prefecture, about 1,700 units of temporary housing were built for disaster victims of
the East Japan Great Disaster. Although temporary housing is intended to be used for two years, most temporary
housing in Fukushima have been used for 4 years since the East Japan Great Disasters.
Compared with Temporary housing in Iwate and Miyagi prefecture damaged by the same disaster, progress of
recovery from disaster damage in Fukushima is slow and unclear, because nuclear pollution by the accident of
nuclear power station is serious and has unexpected matter to overcome.
This working group focuses on temporary housing in Fukushima and shows overview and problems as below.
(1) Supply of temporary housing in Fukushima:

About 1,700 units of temporary housing were built in Fukushima

prefecture. And local construction companies built 6,000 units of them. Most of these 6,000 units of temporary
housing developed by local constructer are wooden structure. At the end of Nov. 2014, 3 years and 10 months has
passed since the East Japan Great Disaster, 74% of temporary housing are still used.
(2) The location of temporary housing site:

Although temporary housing build by Japan Prefabricated

Construction Suppliers and Manufacturers Association, association of major constructer, are located in public land,
wooden temporary housing by local constructer are located in public land, because beginning of construction of
wooden temporary housing was late and it was difficult to find vacant public land.
(3) Variation and characteristic of wooden temporary housing:

Construction systems of wooden temporary

housing are log-structure, timber-frame, and wooden panel structure. And House plan are based on standard plan of
temporary housing provided by Japan Prefabricated Construction Suppliers and Manufacturers Association.
(4) Possibility of re-use of wooden temporary housing:

Possibility of re-use of wooden temporary housing is

depended on a number of parts composing temporary housing unit. Log-structure and wooden panel structure are
simple constructing system composing small number of parts and has advantage at the view of re-using.
(5) Urgent problem of temporary housing in Fukushima:

As urgent problem of temporary housing used for over 3

years, degradation of temporary housing units and collapse of community in temporary housing site are pointed out.
Moreover, by long term living in temporary housing, residents accept emergency shelter environment as daily
normal environment. And it becomes to be difficult for residents to transit to former environment without low
stress.
(6) Customization of temporary housing by residents:

Classifying hand made objects in temporary housing site, it

reveals relationship between condition of community and contents of hand made objects appearing in temporary
housing site. It is important to establish the simple method to evaluate residential environment of temporary
housing located in many places and separated each other.
(7) Strategy for soft-landing:

After long term living in temporary housing, it is important to support calm

environment transition to new site for reconstruction by means of physical and social way. This working group
intends to make framework of soft landing for temporary housing in Fukushima.
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ABSTRACT: The present working group is set up in Architectural Institute of Japan, and acts to send useful
information to local revival, and especially aims to solve the problem on the radioactive contamination caused by
the accident of Tokyo Electric Power Company's Fukushima No.1 nuclear power plant. As this power plant was
heavily damaged by tsunami caused by the Great East Japan Earthquake Disaster, and it brought the serious
radioactive pollution consequently. So we consider the radioactive contamination problem in a viewpoint of the
civil life or building environmental engineering. By the nuclear power plant accident, various troubles were
produced to the civic life, so that the measures to revive living environment became the urgent problem. Therefore,
we have been investigating research reports regarding the actual radioactive pollution level in Fukushima,
decontamination technologies, related law and regulations, as well as administration correspondence. In addition,
we performed the actual survey investigation in the high-level radiation dose area located close to the nuclear
power plant, to clarify the relationship between the indoor level and outdoor one, and the spatial distribution, and
moreover the change indoor level with the decontamination of house and site.
࡛࠶ࢁ࠺㸬ᨺᑕ⥺ࡢሙྜࡣ㸪ᮏ WG ࡚ձࡢᇶ‽್ࢆ

ᨺᑕ⥺㜵ㆤࡢࡓࡵࡢ㒔ᕷ࣭ఫࡲ࠸ࡢᡭᘬࡁసᡂ WG ࡢ┠
ⓗᙺ
᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ≉ูጤဨ⚟ᓥᨭ᳨ウᑠጤဨࡢചୗ

௬ࡶᐃࡵࡿࡣ㞴ࡋ࠸ࡓࡵ㸪ฟ᮶ࡿࡔࡅపࡃࡍࡿࡇ

タࡅࡽࢀࡓ㸪ᨺᑕ⥺㜵ㆤࡢࡓࡵࡢ㒔ᕷ࣭ఫࡲ࠸ࡢᡭᘬ

մࡢ㐠⏝ࡣᏯෆࡢΎᤲࡸ⥺㔞ࡢ㧗࠸ሙᡤࡢᅇ㑊࡞⏕ά

ࡁసᡂ㹕㹅(௨㝆㸪ᮏ WG)ࡣ㸪ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡼࡿὠἼ࡛

ࡢᕤኵࡀヱᙜࡍࡿ㸬ᮏ WG ࡛ࡣ㸪㝖ᰁ㸪ᘓ⠏ࡼࡿᑐ⟇㸪

Ⓨ⏕ࡋࡓ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᨾక࠺ᨺᑕ⬟ởᰁ

⏕άୖࡢᕤኵ➼↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ሗ㞟ࢆ⾜࠺࡞ࡢά

ࡘ࠸࡚㸪ᘓ⠏⎔ቃᕤᏛࡢどⅬ࡛ᘓ⠏࣭⏕άࡢഃ㠃ὀ

ືࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ✏࡛ࡣ㸪⌧ᅾ㸪ᅜࡸ⮬యࡼࡗ࡚

どࡋ㸪⯆༠ຊ㸪㈉⊩ࡍࡿሗⓎಙࢆ⾜࠺ࢆࡑࡢ┠

᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㝖ᰁࡢ≧ἣࡘ࠸࡚⤂ࡍࡿඹ㸪ᮏ

ⓗࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢᨾࡣከ㔞ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࢆ⎔ቃ୰

WG ࡛ᐇࡋࡓ㝖ᰁ๓࣭ᚋࡢఫᏯෆࡢ✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡ࡢ

㣕ᩓࡉࡏ㸪⚟ᓥ┴㏻ࡾࢆ୰ᚰởᰁࣞ࣋ࣝࡢ㧗࠸㝖ᰁ

ᐃ⤖ᯝࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿ㸬

≉ูᆅᇦࢆࡘࡃࡿඹ㸪ᗈ⠊ᅖᣑᩓࡋࡓᨺᑕ⬟ࡣᗈ
ࡲ࡛ࡣ RI ⏝タ➼ࡢෆഃཝ㔜㛢ࡌ㎸ࡵࡿ࡛Ᏻ

1㸬㝖ᰁ
1.1. ᨺᑕᛶ≀㉁ࡢṇయ
ཎⓎࡽᨺฟࡉࢀࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࡣከᒱࢃࡓࡿࡀ㸪✵

ࢆ☜ಖࡍࡁᑐ㇟࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢᨾࡣࡑࡢෆ࣭እࢆ

㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡ࢆୖ᪼ࡉࡏࡿࡶࡢࡋ࡚ࢭࢩ࣒࢘(Cs)134 

㌿ࡉࡏ㸪ᡃࡀᅜࡢᘓ⠏ᴗ⏺ࡀ⤒㦂ࡋࡓࡇࡢ↓࠸㔜

137 ࡀὀ┠ࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢᨾ࡛ࡣࣚ࢘⣲(I)131 ࡸࣉࣝࢺࢽ

࡛᪂ࡓ࡞බᐖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓ㸬

࣒࢘(Pu)࡞㸪ከ✀ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡀᨺฟࡉࢀࡓ㸬ࣚ࢘⣲ࡣ

࡞ởᰁ≧ἣ㔜Ⅼㄪᰝᆅᇦࢆࡘࡃࡗࡓ㸬ᨺᑕ⬟ࡣ㸪ࡑࢀ

ࡀ┠ᶆ࡞ࡿ㸬ղࡣ㝖ᰁ࡛࠶ࡾ㸪ճࡣᘓ⠏≀ࡼࡿ㐽ⶸ㸪

ࡇࢀࡽᆅᇦ࡛άືࡍࡿఫẸࡢᗣ㸪Ᏻᚰࡢࡓࡵࡣ㸪

⏥≧⭢ࡀࢇࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡀ㸪ࣚ࢘⣲ 131 ࡢ༙ῶᮇࡣ 8.06

ᒇእࡣࡶࡼࡾ㸪ᘓ⠏ෆࡢ✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡(ȣSv/h)ࡢపῶ

᪥▷ࡃ㸪1 ࢝᭶࡛ࡰᾘ⁛ࡍࡿࡇ࡛㸪ᨾᚋࡢ㛵ᚰࡣ

ࡀᚲせ࡞ࡿ㸬✵㛫⥺㔞⋡ࡢపῶࢆ✵ㄪࡢእ㒊㈇Ⲵపῶ

ࡢ≀㉁⛣ࡗࡓ㸬ẘᛶࡢᙉ࠸ࣉࣝࢺࢽ࣒࡛࢘ࡣ㸪ࡑࡢ

ᡭἲࡢࢼࣟࢪ࣮࡛⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸㸬✵ㄪ࡛࠶ࢀࡤձᇶ

ᨺฟ㔞ࡀẚ㍑ⓗᑡ㔞ࡢࡇ࡛㸪⌧ᅾ࡛ࡣ✵㛫ᨺᑕ⥺㔞

‽ࢆタᐃࡋ(ᐊෆタィᇶ‽

⋡ࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡿ Cs 134  137 ࡀၥ㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬

ᗘ➼)㸪ղእ㒊㈇Ⲵࡢపῶ(

ᬮࡢ⦆࡞)ࢆ᳨ウࡋ㸪ճᘓ⠏ࡼࡿᑐ⟇(᩿⇕㸪㐽⇕
࡞)ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛㸪մ㐠⏝ࡼࡿᑐ⟇ࢆ⪃࠼ࡿࡀ᭷ຠ

1.2㸬ἲつไ㸪㝖ᰁ࢞ࢻࣛࣥ
ཎⓎᨾࡼࡿᨺᑕᛶ≀㉁ởᰁᑐࡋ࡚㸪ᅜ㸪ᆅ᪉බ

Working group for establish guideline for reducing radioactive
exposure in building or city environment
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Atsuo Nozaki, Hikaru Kobayashi, Yusuke Ichijo
Yoshio Hijikata, Hiroshi Yoshino

ඹᅋయ㸪ཎᏊຊᴗ⪅➼ࡀㅮࡎࡁෆᐜࢆᐃࡵࡓᨺᑕᛶ

⌧≧ࡢఫᏯ㝖ᰁ࡛ࡣ㧗ᅽὙίᶵࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜࡀከ

≀㉁ởᰁᑐฎ≉ᥐἲࡀ 2011 ᖺ 8 ᭶ 30 ᪥බᕸࡉࢀ㸪

࠸ࡀ㸪ᨺᑕᛶởᰁỈࡼࡿ⎔ቃởᰁࡀᠱᛕࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪

2012 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥⾜ࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢ୰࡛⚟ᓥ┴ෆࡢởᰁ

ởᰁ㠃ࡦࡧࢀࡀ࠶ࡿሙྜࡣ㸪㧗ᅽὙίࡼࡾ㏫ᨺ

ᆅᇦࡣ㸪ᅜ┤㎄࡛㝖ᰁࢆ⾜࠺㝖ᰁ≉ูᆅᇦᕷ⏫ᮧࡀ⾜

ᑕᛶ≀㉁ࢆ῝㒊㏣࠸ࡸࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪ᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ㝖ཤ

࠺ởᰁ≧ἣ㔜Ⅼㄪᰝᆅᇦศࡅࡽࢀࡓ㸬

ࢆᅔ㞴ࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ㸬10Mpa ௨ୖࡢὙίᅽࢆᣢࡘ

≉ู㝖ᰁᆅᇦࡣཎⓎ㏆ഐ࠶ࡾ㸪⌧ᅾࡢ❧ධࡾไ㝈ᆅ

㧗ᅽὙίᶵ࡛ࡣ㸪ᘓᮦ(ࣔࣝࢱࣝ㸪ࣜࢩࣥ㸪ሬ࡞)ࢲ

ᇦࡣࡇࢀྵࡲࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᖺ㛫✚⟬⥺㔞ࡀ 1[mSv]ࢆ㉸

࣓࣮ࢪࢆ࠼ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿ➼㸪ᵝࠎ࡞ഃ㠃ࡽ᳨ウࡢవ

࠼ࡿởᰁ≧ἣ㔜Ⅼㄪᰝᆅᇦ㸦┴ෆ 39 ᕷ⏫ᮧࡀᣦᐃࡉࢀ㸪

ᆅࡶࡁ࠸㸬

36 ᕷ⏫ᮧࡀ㝖ᰁィ⏬ࢆ⟇ᐃ㸬㸧ࡣேཱྀࡀ㞟✚ࡋ࡚࠾ࡾ㸪

ࡲࡓ㸪ᨺᑕ⥺ࡣ㐲᪉ࡲ࡛฿㐩ࡋ࡚ୟࡘእቨࢆ㏱㐣ࡍࡿ

ᠱ࡞㝖ᰁసᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁࡔ㸬

ࡓࡵ㸪ᘓ≀࿘ᅖࡢእᵓࡸᰯᗞ㸪ᆅᇦࡢබᅬ㸪⥳ᆅ࡞ࡢ

1.3 㝖ᰁࡢព⩏㸪ᐃ⩏㸪᪉ἲ
ேࡢᒃఫᇦ࡛ࡣ㸪✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡ࡣᏳ࡞ࣞ࣋ࣝಖ

㝖ᰁᥐ⨨ࡶᐊෆᨺᑕ⥺㔞⋡ࡢపῶ┤᥋ຠᯝࡀ࠶ࡿ㸬ࡇ

ࡓࢀࡿࡁ࡛࠶ࡾ㸪㏿ࡸ࡞✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡ࡢపῶࡣ

ᅵተࡢ๐ࡾྲྀࡾࡀከࡃ⾜ࢃࢀ㸪ᡭసᴗᡈࡣ㔜ᶵࡼࡾ㸪

ேⅭⓗ࡞సᴗ࠸ࢃࡺࡿ㝖ᰁࡀᚲせ࡞ࡿ㸬≉㸪ேཱྀᐦ

50 ੈ⛬ᗘࡢ⾲ᅵࢆ㝖ཤࡍࡿసᴗࡀከࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬

㞟ᆅᇦ࠾ࡅࡿởᰁᐇែࡢᢕᥱ㝖ᰁࡣ㸪ᅜẸࡢ⏕ࢆ

ࢀࡽࡢ㝖ᰁࡣᨾᚋࡢᅵᆅࡢࢃࢀ᪉ࡶࡼࡿࡶࡢࡢ㸪

➹⪅ࡽࡣᘓ⠏⎔ቃᕤᏛࡸබ⾗⾨⏕ⓗぢᆅࡽ㝖ᰁࢆᐃ

1.5 㝖ᰁࡢၥ㢟
1) ᨺᑕᛶ≀㉁ᗫᲠ≀ࡢฎ⌮
2011 ᖺ 10 ᭶⎔ቃ┬ࡣ㝖ᰁᚲせ࡞୰㛫㈓ⶶタࡢᇶ

⩏ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪㝖ᰁࡣᘓ⠏≀ࡸ࿘㎶❧ᆅ╔

ᮏⓗ࡞⪃࠼᪉㸦࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ㸧ࢆ⟇ᐃ࣭බ⾲ࡋ㸪┴ෆᕷ

ỿ✚ࡋࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࢆேⅭⓗ㝖ཤ࣭ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡛㸪

⏫ᮧ㛗ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸬࡞ෆᐜࡣ㸪タࡢ☜ಖ⥔ᣢ

ఫᏯᆅ࠾ࡅࡿ⏕≀ࡢᨺᑕ⥺⿕ࡤࡃ㔞ࢆపῶࡉࡏࡿேⅭ

⟶⌮ࡣᅜࡀ⾜࠸㸪௬⨨ሙࡢᮏ᱁ᦙධ㛤ጞࡽ 3 ᖺ⛬ᗘ

Ᏺࡿୖ࡛ႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓ㸬

ⓗ⾜Ⅽࢆᣦࡍࡶࡢࡋࡓ 㸬

ࡢ 2015 ᖺ 1 ᭶㸦ᖹᡂ 27 ᖺ 1 ᭶㸧ࢆ┠㏵ࡋ࡚タࡢ౪

1.4 㝖ᰁᢏ⾡
1) ⎔ቃ┬ࡢ㝖ᰁ࢞ࢻࣛࣥ
⎔ቃ┬ࡢ࢞ࢻࣛࣥࡣ㸪ᨺᑕᛶ≀㉁ởᰁᑐฎ≉ᥐἲ

⏝ࢆ㛤ጞࡍࡿࡼ࠺᭱㝈ࡢດຊࢆ⾜࠺࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬

ᇶ࡙ࡁ㸪ᅵተ➼ࡢ㝖ᰁ➼ࡢᥐ⨨ࡢᇶ‽ࡸ㝖ཤᅵተࡢฎ

㔞ởᰁᅵࡀฟࡿ㸬ࡑࡢಖ⟶ሙᡤࡋ࡚ᅜࡣ୰㛫㈓ⶶ

1㸧

2) ௬⨨ሙࡢၥ㢟
ཎⓎᨾ࡛㣕ᩓࡋࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࢆྲྀࡾ㝖ࡃ㝖ᰁసᴗ࡛

⌮ࡢᇶ‽ࢆᐃࡵࡿ⎔ቃ┬௧࡞ࢆලయⓗㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 タࡢᘓタࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᡂࡲ࡛ྛᕷ⏫ᮧࡣ௬⨨
࢞ࢻࣛࣥࡣᅄ⦅࡛ᵓᡂࡉࢀ㸪ࡑࢀࡒࢀởᰁ≧ἣ㔜Ⅼ
ㄪᰝᆅᇦෆ࠾ࡅࡿ⎔ቃࡢởᰁ≧ἣࡢㄪᰝ

ࡁሙࢆ⊂⮬☜ಖࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬

ᐃ᪉ἲ㸪ᅵ

ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪タ⨨ᑐࡋఫẸࡽࡣᑐពぢࡀከࡃ

ተ➼ࡢ㝖ᰁ➼ࡢᥐ⨨㸪㝖ཤᅵተࡢ㞟࣭㐠ᦙ㸪㝖ཤᅵተ

࡞ࡉࢀ㸪⮬యࡣఫẸ⌮ゎࢆᚓࡿࡢⱞᚰࡋ࡚࠸ࡿ㸬௬

ࡢಖ⟶(⌧ሙಖ⟶ཬࡧ௬⨨ሙ࡛ࡢಖ⟶)㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬 ⨨ࡁሙࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᮏ᱁ⓗ࡞㝖ᰁ㋃ࡳษࢀ࡞
2) 㝖ᰁᢏ⾡
ᐊෆᨺᑕ⥺㔞⋡ࢆపῶࡉࡏࡿࡓࡵ㸪ఫᏯࡢ㝖ᰁࡀ㐍

࠸⮬యࡶ࠶ࡾ㸪㝖ᰁࡢ㐍ᤖᛶ᱁ᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㸬

ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ఫᏯᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ㝖ᰁᑐ㇟㒊ࡣᅗ-1

ࡍࡿࡀ㸪ᖺ㛫ࡢ㏣ຍ⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡀ 1mSv ௨ୖࡢᆅᇦࢆᢪ࠼㸪

㆙ᡄ༊ᇦィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦࡢ 11 ᕷ⏫ᮧࡣᅜࡀ┤᥋㝖ᰁ

♧ࡉࢀࡿࡼ࠺ከ✀ከᵝ࡞ᘓ⠏ᮦᩱࡀ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 ởᰁ≧ἣ㔜Ⅼㄪᰝᆅᇦᣦᐃࡉࢀࡓ 41 ᕷ⏫ᮧࡣᅜࡢ㈈ᨻ
⏝ᮦᩱࡢ✀ู㸪ᙧ≧ࡼࡾᨺᑕᛶ≀㉁ࡢởᰁᗘࡸ㝖ཤ
ᨭࢆཷࡅ㸪ࡑࢀࡒࢀ㝖ᰁࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡇࡢ࠺
ᛶࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ㸪ᘓ⠏≀ࡢ㝖ᰁ࡛ࡣ㝖ᰁ⟠ᡤࡢᛶ㉁ᛂ
2)

ࡌࡓ㐺ษ࡞㝖ᰁ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ 㸬
⎰(㝡ჾ䚸☢ჾ)
䝇䝺䞊䝖
㔠ᒓ(䝇䝏䞊䝹䚸
䝪䞁䝕㗰ᯈ)

䝁䞁䜽䝸䞊䝖
䝥䝷䝇䝏䝑䜽䝕䝑䜻
ᮌ㉁䝕䝑䜻
ேᕤⰪ

ᒇ᰿㒊

㞵䝗䜲

ቨ㒊

䝧䝷䞁䝎㒊

䝇䝏䞊䝹⣔
䝥䝷䝇䝏䝑䜽⣔

䝰䝹䝍䝹䝸䝅䞁
䝃䜲䝕䜱䞁䜾
䝍䜲䝹
྿䛡䝍䜲䝹(䜰䜽䝸䝹⣔䚸䜶䝫䜻䝅⣔)

ࡕ㸪௬⨨ࡁሙࢆ 1 ࢝ᡤ௨ୖタ⨨࡛ࡁࡓࡢࡣ⣙ 4 ศࡢ 1 
␃ࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᐜ㔞ࡶࡲࡔ༑ศ࡛࡞ࡃ㸪ࡢᕷ⏫ᮧඹ
㞴⯟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪㝖ᰁసᴗ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿởᰁᅵࡢ⾜ࡁሙࡀ࡞ࡃ㸪⏕
ά✵㛫ᒣ✚ࡳࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᅜࡣ௬⨨ࡁሙЍ୰㛫㈓ⶶ
タЍ᭱⤊ฎศሙ࠸࠺ฎ⌮ࣇ࣮ࣟࢆᥥࡃࡀ㸪ᐇ㝿ࡣ௬
⨨ࡁሙࡢ☜ಖࡣ㞴ࡋ࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ởᰁᅵࡣఫᏯࡸᴗ

㊰㠃

䝥䝷䝇䝏䝑䜽
ᮌ㉁䚸ᮌᮦ
䝇䝏䞊䝹

ᡤ㸪බᅬ㸪Ꮫᰯ࣭ᗂ⛶ᅬ࡞ᨺ⨨ࡉࢀࡓࡲࡲ࡞ࡗ࡚

䝕䝑䜻
䝃䝑䝅

ഃ⁁
㐨㊰

䜰䝹䝭
䝇䝏䞊䝹
ᮌ㉁

䜰䝭ᡞ
ᩜᆅ㒊

䜲䞁䝍䞊䞁䝻䝑䜻䝑䜽䝤䝻䝑䜽
䜰䝇䝣䜯䝹䝖
䝁䞁䜽䝸䞊䝖
ᮌ㉁䝕䝑䜻
Ⱚ⏕(ኳ↛䚸ேᕤ)

ᅗ 1 ᘓ⠏≀ࡢ㝖ᰁᘓ⠏ᮦᩱ

࠸ࡿ㸬⌧ᅾࡶྛᆅࡢ㝖ᰁࡣ㐍ࡴࡀ㸪ᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ╔ࡍ
ࡿࡀࡋࡓᅵተࡸ᩿ࡋࡓᮌࡢᯞⴠࡕⴥ࡞ࡣ⿄ワࡵ
㎸ࡲࢀ㸪௬⨨ࡁሙ࡛ࡢಖ⟶࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ከࡃࡣ┴Ẹࡢ⏕ά
✵㛫ᒣ✚࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬⚟ᓥ┴࡛ࡣ 2012 ᖺ 12 ᭶ࡢẁ
㝵࡛㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ಶᡤࡀ㸪ᑡ࡞ࡃࡶ 4811 ࢝ᡤୖࡿࡇ

－ 34 －

ࡀ┴ࡢㄪᰝࡼࡾุ᫂ࡋࡓ㸬㝖ᰁసᴗࡢ㐍⾜క࠸ࡇ
3)

ࡓ㸬㝖ᰁ᪉ἲࡋ࡚㸪ᒇ᰿㸪እቨ㸪㌺ᵽ㸪❿ᵽ㸪ሟࡘ

ࡢ≧ἣࡣࡉࡽᣑࡍࡿໃ࠸࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 㸬

࠸࡚ࡣ㸪㧗ᅽỈὙί㸪ࣈࣛࢩὙί㸪ᣔ࠸ྲྀࡾ࡞࡛⾜ࢃ

3) ᘓ⠏≀㝖ᰁࡢၥ㢟ㄢ㢟
⚟ᓥ┴࡛ࡢఫᏯ㝖ᰁ࡛࠶ࡿࡀ㸪27  4139 ᡞࡀィ⏬Ⓨὀ

ࢀ㸪ఫᏯ࿘㎶㸦ᗞ㸧ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⾲ᅵࡢ๐ࡾྲྀࡾ㸪᳜᱂

῭ࡳ㸪15  1345 ᡞࡀᐇ῭ࡳ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪⋡ࡣ

ࡲࡓ㸪ࡇࡢ㛫ྠఫᏯࡀ⨨ࡍࡿᆅ༊ࡢ㎰ᆅࡢ㝖ᰁసᴗ

40.8㸣࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡢ⋡ࡣ㸪බඹタ㸦71.9㸣㸧㸪

ࡶᐇࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㝖ᰁᚋࡣࡑࡢຠᯝࡶྵࡲࢀࡿྍ⬟

ࡢᯞᡶ࠸࡞ࡢᚋ㸪◁ࡼࡿ⾲ᅵ⿕そࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸬

㐨㊰㸦23.8㸣㸧㸪Ỉ⏣㸦54.7㸣㸧㸪⏿㸦44.0㸣㸧ࡢࡇࡔ㸬 ᛶࡀ࠶ࡿ㸬
┴ࡣᖹᡂ 28 ᖺᗘࡲ࡛ 100㸣ࡢࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲ
㝖ᰁᚋࡢ✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡(ᅗ-2(2))ࡣ㸪㝖ᰁ๓ẚ㍑ࡋ࡚
ࡸ㸪㝖ᰁᗫᲠ≀ࡢಖ⟶ᚲせ࡞୰㛫㈓ⶶタࡣᘓタࡢṇ

࡚ࡢ

ᛕሙࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿࡇࢁࡔ㸦ᖹᡂ 26 ᖺ 12 ᭶ᮎ᪥Ⅼ㸧㸬

ࡢᐊෆ✵㛫⥺㔞⋡ࡣ㸪0.23ȣSv/h ࡢ 5 ಸ⛬ᗘࢆ♧ࡋࡓ㸬⥲

2 㧗⥺㔞ᆅᇦ࠾ࡅࡿ㝖ຠᯝᐇ ㄪᰝ
ᮏ WG ࡛ࡣ㸪ఫᏯཬࡧ࿘㎶ᆅᇦࡢ㝖ᰁࡢຠᯝࢆ☜ㄆࡍ

ࡌ࡚㸪㝖ᰁక࠺✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡ࡢపୗࡣ⣙ 30㸣ぢ✚

ࡿࢆ┠ⓗࡋ࡚㸪㝖ᰁ≉ูᆅᇦࡢᾉỤ⏫❧ᆅࡍࡿᮌ

ኳ㏆ࡢ್ࡀ㧗ࡃ㸪ᗋ㏆࡙ࡃᚑࡗ࡚పࡃ࡞ࡿഴྥ

㐀୍⯡ఫᏯࡢ✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡ࡢ

ࡣኚࢃࡽ࡞࠸㸦ᅗ-3(ྑ)㸧㸬ࡲࡓ㸪ᅗࡣ♧ࡉ࡞࠸ࡀ㝖ᰁ๓

2.1

ᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬

ᐃᴫせ
ᐃࡣᮌ㐀୍⯡ఫᏯࡑࡢ࿘㎶ࢆㄪᰝᑐ㇟ࡋ㸪2014

ᖺ 3 ᭶ 24 ᪥(㝖ᰁ๓) 2014 ᖺ 8 ᭶ 7 ᪥(㝖ᰁᚋ)⾜ࡗࡓ㸬
✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡ࡢ

ᐃⅬ್࡛ࡀࡁࡃపୗࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᗋ㠃ࡽ 1m

ࡶࡽࢀࡓ㸬㝖ᰁసᴗᚋࡢᐊෆࡢ✵㛫⥺㔞⋡࠾࠸࡚ࡶ㸪

ᚋࡢ⾲㠃ởᰁᐦᗘࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ㸪⾲㠃ởᰁᐦᗘࡣࡰ
࡚ࡢⅬ࡛ࡁࡃపୗࡋ࡚࠸ࡓ㸬
ྛ

ᐃⅬ࠾࠸࡚㝖ᰁ๓ᚋࡢ✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡ࡢపῶ⋡

ᐃࡣ㸪NaI ࢩࣥࢳ࣮ࣞࢩࣙࣥᘧࢧ

ࢆヨ⟬ࡋࡓࡇࢁ(ᅗ-4)㸪ᘓ≀ෆࡢእቨ㏆ࡃ࡛పῶ⋡ࡣ

࣮࣓࣮࣋ࢱ(᪥❧࣓ࣟ࢝ࢹ࢝ࣝ♫〇㸪ᆺ␒㸸TCS-

60㸣⛬ᗘࢆ♧ࡍࡢᑐࡋ࡚㸪ᘓ≀୰ኸ࡛ࡣ 40㸣⛬ᗘప

ᐃࡣ GM ⟶ᘧࢧ࣮࣓࣮࣋ࢱ

ῶ⋡ࡀప࠸ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬㝖ᰁࡼࡗ࡚┤㏆ࡢ⥺※࡛

(᪥❧࣓ࣟ࢝ࢹ࢝ࣝ♫〇㸪ᆺ␒㸸TGS-146B)ࢆ⏝࠸ࡓ

࠶ࡿእቨ➼ࡢ⾲㠃ởᰁᐦᗘࡀపୗࡋࡓࡇ࡛㸪እቨ㏆ഐ

㸦┿-1㸧㸬ࡲࡓ㸪ᅗ-2 ♧ࡍఫᏯෆ࠾ࡼࡧఫᏯ࿘㎶ࡢ

ࡢ✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡ࡀࡼࡾࡁࡃୗࡀࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬

172B)㸪⾲㠃ởᰁᐦᗘࡢ

126 Ⅼ࡛✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡㸪⾲㠃ởᰁᐦᗘࡢ
✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡ࡢ

ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬 ୍᪉࡛㸪ᘓ≀୰ኸࡣ㸪እቨ㏆ഐẚ࡚㸪࿘㎶ᩜᆅ࡞

ᐃࡘ࠸࡚㸪ఫᏯෆࡣᗋୖ 1cm㸪

㐲᪉ࡢ⥺※ࡽධᑕࡍࡿᨺᑕ⥺ࡢᐤࡀ┦ᑐⓗࡁ࠸

0.5m㸪1m㸪1.5m㸪2m ཬࡧኳୗ 1cm ࡢ㧗ࡉ㸪ఫᏯ࿘㎶

Ⅽపῶ⋡ࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓ᥎

ࡣᆅ┙㠃ࡽ 1cm㸪0.5m㸪 1m㸪1.5m ཬࡧ 2m ࡢ㧗ࡉ㸪⾲

✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡ࢆୗࡆࡿࡓࡵࡣ㸪ࡢᵝ࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒

㠃ởᰁᐦᗘࡣ

࡛ᩘ್ࡢศᕸࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࢆᤊ࠼ࡿࡀ㔜せ࡛࠶

ᐃᑐ㇟㠃㸩1cm㸦㧗ࡉ㸧࡛⾜ࡗࡓ㸬

ࡉࢀࡿ㸬㝖ᰁᚋ᭦

ࡾ㸪ゎᯒ➼ࢆే⏝ࡋࡓศᯒࡋ㸪ᐇྍ⬟࡞ᑐ⟇ࢆ᳨ウࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
3 ゎỴࡉࢀࡿࡁ⎔ቃᕤᏛⓗㄢ㢟
ᚋࡢㄢ㢟㸪1㸧⏕άᅪ㝖ᰁࡢᚭᗏ㸪2㸧┴Ẹࡢ⿕ࡤ
ࡃ㔞ࡢ㍍ῶ㸪3㸧᳃ᯘ㝖ᰁࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࢆ⾜࠺ୖ࡛㸪
IAEA㸦ᅜ㝿ཎᏊຊᶵ㛵㸧࡞▱ぢࡣᙺ❧ࡓ࡞࠸㒊ศࡀ࠶
ࡿ㸬࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ᅜ࡛ᚓࡽࢀࡓࡶࡢࡀከࡃ㸪ᡃࡀᅜࡢᘓ
⠏⎔ቃ㸪ᘓ⠏≀ࡣ᫂ࡽ␗࡞ࡿࡽࡔ㸬
┿-1 ✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡ ᐃసᴗ
2.2 ᐃ⤖ᯝ
1) 㝖ᰁ๓
㝖ᰁ๓ࡢఫᏯෆ࠾ࡼࡧఫᏯ࿘㎶ࡢ✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡ࢆ
ᐃࡋࡓ⤖ᯝ(ᅗ-2(1))㸪ఫᏯෆࡢᗋୖ 1m ࡢ

ཎⓎ㏆ഐࡢ㧗⥺㔞ᆅᇦఫᏯタࢆᘓ⠏ࡍࡿࡣ㸪ᘓ
⠏≀ࡢ㐽ⶸᛶ⬟ࡸ❧ᆅ⎔ቃࡢởᰁሗ࡞ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪
ࡇࢀࡽࡀᚓࡽࢀࢀࡤ㸪ᆅᇦఫẸࡼࡿᖐ㑏ࡢุ᩿ࡶᙺ
❧ࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬

ᐃⅬ࠾࠸࡚

᪤Ꮡᘓ⠏≀ࡢᗋୗࡣ㸪ᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘ࡣṤ↓ࡃ㸪

ࡣ㸪࡛᭱ᖺ㛫⥺㔞㝈ᗘ 0.23ȣSv/h ࡢ⣙ 14 ಸ(3.15ȣSv/h)

ᗋୗࡽࡢᨺᑕ⥺ࡢᚰ㓄ࡣ࠸ࡽ࡞࠸㸬ᚑࡗ࡚㸪ᘓ⠏ⓗ࡞

ࢆ♧ࡋࡓ㸬యⓗഴྥࡋ࡚㸪ኳୗ 1cm ࡢ

ᨺᑕ⥺ᑐ⟇ࡣ㸪ቨయࡸ㛤ཱྀ㒊ࡢ㐽ⶸᛶ⬟ࡢᙉ࠶ࡿ㸬

ᐃⅬࡢ್

ࡀ㧗ࡃ㸪ᗋ㠃㏆࡙ࡃᚑࡗ࡚పࡃ࡞ࡿഴྥ࠶ࡗࡓ

ࡇࢁ࡛㸪㝖ᰁᇶ‽㸦0.23ȣSv/h ௨ୖࡢᆅᇦ㸧ࡣ㸪ᘓ⠏≀
㸦ᅗ-3(ᕥ)㸧㸬ఫᏯෆ࣭እ࡛ࡣ㸪Ꮿෆࡢ✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡ࡣ㸪 ࡀ 60㸣ࡢ⎔ቃᨺᑕ⥺ࢆ㐽ⶸࡍࡿ๓ᥦ࡛Ỵࡵࡽࢀࡓࡀ㸪ᮏ
ᒇእࡼࡾపࡃ㸪ቨయࡢ㐽ⶸཬࡧఫᏯࡢᗋୗࡀởᰁࡉࢀ࡚
WG ࡢ ᐃࡽࡶ᫂ࡽ࡞ᵝ㸪ᘓ⠏≀ࡢ㐽ⶸຠᯝࢆ୍ᚊ
࠸࡞࠸࡞ࡼࡿ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬
2) 㝖ᰁᚋ
ఫᏯࡢ㝖ᰁసᴗࡣ⾜ᨻࡽጤクࢆཷࡅࡓᴗ⪅ࡀᐇࡋ

60%ぢ㎸ࡴࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡾ㸪ࡼࡾṇ☜࡞㐽ⶸຠᯝ㛵
ࡍࡿ▱ぢࡀᮃࡲࢀࡿ㸬㐽ⶸᛶ⬟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪㔝㷂ࡽ
ࡼࡿ㐽ⶸᮦᩱࡢ

－ 35 －

ᐃ 4)㸪ูᗓࡽࡼࡿ㐽ⶸຠᯝࡢゎᯒ

ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 5)㸪ྜྷ⏣ࡽࡼࡿᘓ≀ࢆᑐ㇟ࡋࡓ✵㛫⥺
㔞⋡ࡢゎᯒ࡞ࡢྲྀ⤌ࡳ 6)࡞ࡀ࠶ࡿ㸬ᮏ WG ࡛ࡣ㸪ࡇࢀ
ࡽࡢሗࢆ㞟⣙ࡍࡿඹ㸪᪂⠏ཬࡧᨵಟィ⏬㈨ࡍࡿ
ゎᯒᡭἲ࡞ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡿ㸬
㸲 ࡲࡵ
 ⯡ࡢཎⓎᨾ࡛ࡣ㸪⚟ᓥ┴ࢆయࡋࡓᗈ࠸⠊ᅖ
῝⏒࡞ᨺᑕᛶ≀㉁ởᰁࡀ⏕ࡌ㸪ᆅᇦఫẸࢆ⬣ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪≉⏕ά⎔ቃࢆᅇࡉࡏ㸪ఫẸࡀᏳᚰࡋ࡚⏕άࢆ㏦
ࢀࡿᕤᏛⓗᑐ⟇ࡸ᪉⟇ࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿ㸬
 ᮏ WG ࡛ࡣ⚟ᓥ┴ෆࡢởᰁᐇែ㸪㝖ᰁᢏ⾡㸪ἲつไ㸪
⾜ᨻᑐᛂ㸪㐽ⶸᢏ⾡㸪ఫࡲ࠸᪉࡞ࡢㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ᚓࡽ
ࢀࡓ▱ぢࢆᇶᨺᑕ⥺ࡢᑐᛂ⟇ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏሗ
࡛ࡣ㝖ᰁࡢ≧ἣཎⓎ㏆ഐࡢ㧗⥺㔞ᆅᇦ࡛⾜ࡗࡓᐇ

ㄪ

ᰝࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓ㸬ලయⓗࡣ㸪㝖ᰁ≉ูᆅᇦ⨨
ࡍࡿᾉỤ⏫ࡢᮌ㐀୍⯡ఫᏯ࠾ࡅࡿ✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡ࡣ㸪
㝖ᰁᚋ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᅜࡢᇶ‽್ࢆ㉸㐣ࡋ㸪ࡲࡓ㸪✵㛫ⓗ
ࡣ㸪ࡑࡢཎᅉࢆ᳨ウࡍࡁ್ࡢศᕸࡀ࠶ࡗࡓ㸬㝖ᰁసᴗ
๓ᚋࡢẚ㍑࡛ࡶ㸪✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡ࡢపῶ⋡ࡀእቨ㏆ࡃ࡛
60㸣⛬ᗘࢆ♧ࡍࡢᑐࡋ࡚㸪ᘓ≀୰ኸ࡛ࡣ 40㸣⛬ᗘ࡞
ࡿ࡞㸪పῶᛶࡶ✵㛫ⓗศᕸࡀ࠶ࡿࡀุࡗࡓ㸬✵㛫
ᨺᑕ⥺㔞⋡ࡑࡢศᕸࡀᙧᡂࡉࢀࡿせᅉࢆᕤᏛⓗศᯒ
ࡋ㸪ᘓ⠏ⓗຠᯝࡢ࠶ࡿᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ᮏ WG
࡛ࡣ㸪ሗ㞟ඹゎᯒᡭἲࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࢆ㐍ࡵ㸪
⯆㈉⊩ࡍࡿሗⓎಙࢆ⾜࠺ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪
ᅇࡣゐࢀ࡚࠸࡞࠸㸪ఫࡲ࠸᪉࡞ࡢሗࢆྵࡵ㸪ࢩࣥ

ᅗ 㝖ᰁ๓ᚋ࠾ࡅࡿఫᏯෆእࡢ✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡


࣏ࢪ࣒࢘➼࡛Ⓨಙࡍࡿࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ㸬
㏣グ
ᮏ WG ࡣ㔝㷂῟ኵ(ᰝ)㸪ᑠᯘ ග(ᖿ)㸪୍ᲄభ㸪
⣒Ọᾈྖ㸪୰ᒣ⨾㸪ᅵ᪉ྜྷ㞝㸪ᒣ୍ᖹ㸪୕⏣ᮧ㍤❶㸪
ྜྷ⏣ᾈᏊ㸪Ώ㑔ᾈᩥ㸪ྜྷ㔝 ༤ࡽࡼࡾᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ࡲࡓᚋ⸨కᘏᩍᤵ(ᮾᏛ)㸪ᡂ⏣Ὀ❶Ặ(ᬽࡽࡋࡢ⛉
Ꮫ◊✲ᡤ)ࡽࡢ༠ຊࢆᚓ࡚άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࢀࡲ࡛ᨺᑕᛶ≀㉁ởᰁࢆᘓ⠏⎔ቃᕤᏛⓗどⅬ᳨࡛ウ
ࡋ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࡇࡢ㐣⛬࡛ከࡃࡢඃࢀࡓ◊✲ሗ࿌ࡸ㈨ᩱ㸪
ሗࢆධᡭࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡣᏛ⾡ⓗ㈗㔜࡞ࡶࡢࡀከࡃ㸪
ᮏሗ࿌᭩࡛ࡶྲྀࡾୖࡆࡓ࠸ෆᐜࡀከࠎ࠶ࡿࡀ㸪ࡢᶵ

     ᨊ௨Э                 ᨊ௨ࢸ

ᅗ 㝖ᰁ๓ᚋ࠾ࡅࡿ✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡㸦༢ȣ6YK㸧

ㆡࡿࡶࡢࡍࡿ㸬
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1) A. Nozaki et al.: A Study on Environmental Pollution Caused by Radioactive
Substances and its Countermeasure Techniques (Part 1), Present Situation of
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2) 㔝㷂῟ኵ㸸ᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿ⎔ቃởᰁࡑࡢᑐ⟇ᢏ⾡㛵ࡍࡿ◊✲㸦ࡑ
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ABSTRACT: This paper aims to describe about supporting activities for local governments in Miyagi and Iwate
areas by sub-committee under AIJ special committee for reconstruction after Great East Japan Earthquake (GEJE)
in 2011. The paper is consists of two parts. The first part mentions about current situation of reconstruction,
particularly about housing reconstruction, and the second one describes outlines of sub-committee’s activity.
It is said that the reconstruction has been pretty much delay for victims, because for instance the number of
completion of public housing is only 10% for planned total number of units. There are so many reasons for the
delay as follows; difficulties to acquisition of land for construction of public housing, shortage of workers for
construction, high cost of construction materials and difficulties of contraction of construction projects.
Current situation for many victims is stage to move from temporary housing to permanent housing. Temporary
housing was supplied through three ways after GEJE. One is prefabricated building, second is wooden temporary
housing and third is existing apartment house. For the victims it is difficult to decide the way to get their permanent
house, because the way to get housing and land use planning after tsunami are strongly connected each other. These
difficulties also may be the reason of slow pace of reconstruction process.
AIJ was set up special committee to support each local government to make better housing reconstruction project.
Miyagi and Iwate area sub-committee set up three teams as; housing reconstruction and land use planning team,
housing construction team and housing and welfare collaboration team. The member of those teams are engaged in
many projects as; supporting activities for victims in evacuation shelter, support for construction of wooden
temporary housing, Currently one of important projects the team involved is to support Minamisanriku town in
Miyagi prefecture to create better plan and design for public housing to make good condition for elderly victims
and disabled victims.

⅏ᐖබႠఫᏯࡢᡂᡞᩘࡣ 3000 ᡞᙉࠊィ⏬ᡞᩘᑐࡋ࡚
㸯⛬ᗘ࠸࠺≧ἣ࡛ࠊ㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏ࡢሙྜẚ
ࡿࠊ࠸ࡎࢀࡢᣦᶆࢆࡗ࡚ࡶࡓࡋ᪩࠸ࡣゝ࠼࡞
㸦㸯㸧⯆ࡢ㐜ࢀࡑࡢせᅉ
࠸㸦2014 ᖺ 9 ᭶⌧ᅾ㸧
ࠋ


ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡽ㸲ᖺࢆ㏄࠼ࡿࡀࠊ⯆ࡢṌࡳࡀ㐜࠸
⅏ᐖබႠఫᏯࡢᘓタࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ┤᥋ࡢཎᅉࡣࠊ⏝
ࡼࡃゝࢃࢀࡿࠋ⌧≧࡛ࡣࠊ㑊㞴⪅ᩘࡣ࡞࠾ 24 ேࢆᩘ࠼ࠊ
ᆅྲྀᚓࡢ㞴⯟ࠊᘓタసᴗဨ࡞ேᮦ☜ಖࡢᅔ㞴ࠊ㈨ᮦ࣭
௬タఫᏯ➼㸦Ẹ㛫ఫᏯྵࡴ㸧ࡣ 21 ேࡀఫࡴࠋ᪉ࠊ
㸯㸬ᒾᡭ࣭ᐑᇛᆅᇦࡢ⯆≧ἣ

ࠉ⾲㸯ࠉ⅏ᐖබႠఫᏯࡢᩚഛ≧ἣ㸦ᕤ⤊ᮇ࣭⣼ィ㸧
ᖺᗘ

ᒾᡭ┴
ᐑᇛ┴
⚟ᓥ┴

ὠἼ䞉ᆅ㟈
ཎⓎ㑊㞴⪅

䠏┴ィ

㻞㻜㻝㻟

㻡㻣㻠
㻝㻘㻟㻠㻟
㻟㻡㻣
㻜
㻞㻘㻞㻣㻠

㻞㻜㻝㻠

㻞㻜㻝㻡

㻞㻜㻝㻢

㻝㻘㻣㻞㻞
㻢㻘㻢㻥㻡
㻝㻘㻢㻟㻤
㻠㻘㻣㻜㻤
㻝㻠㻘㻣㻢㻟

㻠㻘㻟㻠㻤
㻝㻝㻘㻡㻤㻥
㻞㻘㻡㻣㻠
㻝㻘㻠㻞㻠
㻝㻥㻘㻥㻟㻡

㻡㻘㻢㻢㻣
㻝㻠㻘㻡㻝㻤
㻞㻘㻡㻣㻠
㻝㻘㻠㻞㻠
㻞㻠㻘㻝㻤㻟
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㻡㻘㻥㻠㻢
㻝㻡㻘㻟㻞㻢
㻞㻘㻡㻣㻠
㻝㻘㻠㻞㻠
㻞㻡㻘㻞㻣㻜

㻜
㻝㻣㻥
㻝㻠㻜
㻟㻘㻠㻢㻢
㻟㻘㻣㻤㻡
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㻡㻘㻥㻠㻢
㻝㻡㻘㻡㻜㻡
㻞㻘㻣㻝㻠
㻠㻘㻤㻥㻜
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ே௳㈝ࡢ㧗㦐ࠊ⤖ᯝࡋ࡚ࡢධᮐㄪ࡞ࡀ࠶ࡾࠊࡉࡽ
ࡑࢀࡽࡢ⫼ᬒࡣᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ㛤ദỴᐃࡼࡿබ
ඹᕤࡢቑຍ࡞ࡀ࠶ࡿ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣᑐࡋ࡚ࠊࠕ⯆ຍ㏿ࠖࢆࡆࡿᨻᗓ
ࡣࠊᅵᆅྲྀᚓࡢ㎿㏿ࡢᡭẁࡋ࡚ࠊ⯆≉༊ἲࢆᨵṇ
㸦2014 ᖺ㸳᭶㸯᪥බᕸ㸧ࡋࠊᅵᆅ⏝ᡭ⥆ࡁࡢ⡆⣲ࡢ
ᥐ⨨ࢆྲྀࡗࡓࠋከᩘࡢᶒ⪅ࡢᏑᅾࠊ┦⥆ၥ㢟ࡸ」㞧࡞
ᶒ㛵ಀ࡞࡛⏝ᆅྲྀᚓࡀᅔ㞴࡞≧ἣࡓ࠸ࡋ࡚ࠊᡭ⥆
ࡁࡢ⡆␎ࠊᮇ㛫ࡢ▷⦰ࡼࡗ࡚ᅵᆅ⏝ἲࡢά⏝ࢆࡍ
ࡍࡵࡼ࠺࠸࠺≺࠸࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋࡋᐇ㝿ᅵᆅ⏝ἲࡢά⏝ᐇ⦼ࡣࠊᒾᡭ┴㸰௳ࠊ
ᐑᇛ┴㸯௳ࠊ⚟ᓥ┴㸮௳࠸࠺㸦ᒾᡭ᪥ሗࠊ2014 ᖺ 9 ᭶
8 ᪥㸧ࠋ
ྠᵝࠊ⏝ᆅྲྀᚓࡢ㎿㏿ࡢࡓࡵᡭ⥆ࡁࢆ⡆␎ࡋ
ࡓ㈈⏘⟶⌮ேไᗘࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡶᐇ⦼ࡣࢃࡎ 12 ௳ࡔ
࠸࠺ࠋ

┠ⓗࠊ⿕⅏ᆅࡢ⯆᪥ᮏయࡢ⏕࣭⤒῭ࡢάᛶ
ࢆ୪ิࡍࡿ࠸ࡗࡓ≉␗࡞ࢫࢱࣥࢫࢆࡾࠊ⯆ண⟬ࡢ
ὶ⏝ࢆྜἲࡍࡿ࡞ࠊ⿕⅏ᆅ⯆ຊ㞟୰ࡍࡿࡇ
ࡽࡑࢀࡓⅬࡶぢ㏨ࡏ࡞࠸ࠋ
 
㸦㸰㸧ఫᏯ⯆㸫௬タఫᏯ㸫
 ఫᏯ⯆ࡘ࠸࡚ࡳࢀࡤࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ
࡛࡞࠸᪂ࡓ࡞ᒁ㠃ࡶษࡾ㛤ࢀࡓࠋࡑࡢ୍ࡘࡀ௬タఫ
Ꮿࡢከᵝ࡛࠶ࡿࠋᚑ᮶ࠊ㕲㦵ࣉࣞࣁࣈᘓ⠏ࡀ୰ᚰࡔࡗ
ࡓ≧ἣࡽࠊᮌ㐀௬タఫᏯࡸẸ㛫ఫᏯୖࡆ㸦ࡳ࡞ࡋ㸧
௬タఫᏯࡀつᶍᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ

 ௬タఫᏯࡢࣉࣞࣁࣈᘓ⠏ࡣࠊ≀⨨ࡸᗜࠊ㣤ሙ࡞
⏝ࡉࢀࡿ⡆᫆࡞ᘓ≀࡛ࠊࣉࣞࣁࣈᘓ⠏༠ࡢ୰ࡢつ᱁
ᘓ⠏㒊ᒓࡍࡿᴗࡀᘓタࡋ࡚࠸ࡿࠋᅇࡣࡑࢀࡔࡅ
࡛ࡣ㛫ྜࢃ࡞࠸ࡇࡽࠊࣉࣞࣁࣈᘓ⠏༠ࡢఫᏯ㒊
⮬యࡀⓎὀࡍࡿ⯆ᕤࢆᘬࡁཷࡅࡿᴗ⪅ࡀ࠸࡞࠸
ᒓࡍࡿࣁ࢘ࢫ࣓࣮࣮࢝➼ࡶᅜࡽせㄳࡀ࠶ࡾࠊࣉ
࠸࠺ࠕධᮐㄪࠖࡶࠊ㐜ࢀࡢ㔜せ࡞ཎᅉ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ࣞࣁࣈ௬タఫᏯࡢ୰ࡶࠊつ᱁ᘓ⠏ࣉࣞࣁࣈఫᏯࡢ 2
ධᮐㄪࡀ㉳ࡇࡿ⌮⏤ࡣࠊ⮬యࡢⓎὀࡍࡿᕤ㈝ࡢண
✀㢮ࡀ࠶ࡗࡓࠋ୧⪅ࡣࠊᒃఫᛶࡢⅬ࡛࡞ࡾࡢ㐪࠸ࡀ࠶
ᐃ㢠ࡀపࡍࡂ࡚ࠊㄳࡅ㈇ࡗ࡚ࡶ᥇⟬ࡀࢀ࡞࠸ࡽ࡛࠶
ࡗࡓ࠸ࢃࢀࡿࠋࣉࣞࣁࣈᘓ⠏ࡣつ᱁ᘓ⠏㒊ࡢ㈨ᩱ
ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇࡽᅜᅵ㏻┬ࡣࠊ2013 ᖺ 9 ᭶ࠊ⅏
ࡼࡿࠊ28700 ᡞᘓタࡉࢀࡓ࠸࠺ࡽࠊఫᏯ㒊⣔ࡢ௬
ᐖබႠఫᏯࡢᶆ‽ᘓタ㈝ࢆ㸯ᡞᙜࡓࡾ 1703 ࡽ 2188
タఫᏯࡣ⣙ 10000 ᡞ౪⤥ࡉࢀࡓࡳࡽࢀࡿࠋ
ᘬࡁୖࡆࠊࡉࡽ 2014 ᖺ 4 ᭶ࡣᾘ㈝ቑ⛯ࡸ㈨ᮦ
 ࣉࣞࣁࣈ௬タఫᏯࡣࠊ㸲᭶୰㡭ࡽᡂࡋࡣࡌࡵࠊ10
㈝ࡢ㧗㦐ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ2329 ᘬࡁୖࡆࡓࠋ
᭶㡭ࡲ࡛ࡣࡋࡓࠋ㑊㞴ᡤ⏕άࡽ୍้ࡶ᪩ࡃ⬺ฟ
ࡲࡓࠊ㐜ࢀࡢせᅉ࡞ࡗ࡚࠸ࡿேᡭ㊊ࡢཎᅉࡣࠊປ
ࡋࡓ࠸࠸࠺⿕⅏⪅ࡢせồᛂ࠼ࡿࡃࢫࣆ࣮ࢻࡀồࡵ
ົ༢౯ࡀపࡃࠊ⫋ேࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸࠸ࡗࡓ࠶ࡿ
ࡽࢀࡓࠋᙜึࡣᕼᮃ⪅ࡀẅ฿ࡋࠊධᒃ࡛ࡁࡓ⿕⅏⪅ࡣ႐
ࡀࠊᅜࡣࡇࡢ㠃࡛ࡶ 2012 ᖺ 2 ᭶ࠊ50 ✀ࡢ⫋✀ࡘ࠸࡚
ࢇࡔࡀࠊࡍࡄၥ㢟ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡓࠋ
බඹᕤタィປົ༢౯ࢆᘬࡁୖࡆࡓࠋࡋࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓ
➨㸯ࠊᒃఫᛶࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋᐮ෭ᆅᵝ࡛࡞࠸ᘓ≀
ᑐ⟇ࡀࡢⅬ࡛ࡇࡲ࡛ຠᯝࢆⓎࡍࡿࡢࡣࠊ࡞࠾
ࡀᛴࡈࡋࡽ࠼࡛ᘓタࡉࢀࠊᕤⰋ➼ࡢၥ㢟ࢆᘬࡁ㉳ࡇ
㏱࡛᫂࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࠋࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊඖ᮶ࡢᒃఫᛶ⬟ࡢపࡉࡽࠊᬬࡉ࣭
 ᮾ᪥ᮏࡢ⯆ࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣᐇ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡇ
ᐮࡉࠊ㦁㡢࡞⿕⅏⪅ࡢ⏕ά㐣㓞࡞≧ἣࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ
ࡣࡑࢀ࡞ࡾࡢᐈほⓗ࡞ࡶ࠶ࡿࠋ㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏
ᒃఫᛶ⬟ࡢపࡉࡢၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࠊ❆ࢆ㸰㔜࢞ࣛࢫ
ẚ࡚ࠊከࡃࡢⅬ࡛␗࡞ࡿ᮲௳ࡀ⯆ࡢ㐍ᤖࢆ㜼ࢇ࡛࠸
ࡍࡿࠊỈ㐨⟶ࡢ⤖㜵Ṇࠊእቨ᩿⇕ᮦࢆ㈞ࡾࡅࡿࠊ
ࡿࠋࡑࡢࡶࡗࡶࡁ࡞せᅉࡣࠊὠἼࡸཎⓎᨾࡼࡿ
㢼࿅㔩ࢆ㏣࠸ࡁྍ⬟࡞ࡶࡢྲྀࡾ᭰࠼ࡿ࡞ࡢ㏣ຍᕤ
ᆅᇦ㸦ᅵᆅ㸧ࡢ◚ቯ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡶࡢᅵᆅ࡛ࡢ
ࡀఱᅇࡶΏࡗ࡚⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡓࠋ
ᘓࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᆅᇦࡀ⭾ᗈࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊ⯆ࡢ᪉ྥ
➨㸰ࠊ⊃ࡉࡢၥ㢟ࡶࡁ࠸ࠋᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡣࠊከ
ᛶࢆ☜ᐃࡍࡿࡢࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋఫࡲ࠸ࡸႠᴗࢆᘓࡍࡿ
ேᩘ࡛ 100 ᖹ⡿ࢆ㉸࠼ࡿࡁ࡞ఫᏯఫࢇ࡛࠸ࡓ⿕⅏⪅
ሙᡤࡢ☜ᐃࡀ⯆ࡲࡕ࡙ࡃࡾྍศ㐃ືࡋ࡚࠸ࡿࡓ
ࡀከ࠸ࠋ30 ੍ࡢ௬タఫᏯ࡛ࡣᐙ᪘ࡢ⏕άࡣ↓⌮࡛ࠊୡ
ࡵࠊಶࠎே࡛Ỵࡵࡽࢀ࡞࠸ࡇࡀከ࠸ࠋࡲࡓಶࠎேࡢ
ᖏࢆศࡅ࡚㸰ᡞ௨ୖࡢ௬タఫᏯูᒃࡍࡿᐙ᪘ࡶከ࠸ࠋ
⯆ࡢ᪉㔪ࡀᦂࢀࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⛣㌿ᴗ࡞ࡢࡲࡕ࡙
ఫᏯࡢ⊃ࡉࡺ࠼᪥ᖖ⏕ά࡛ࡶᡞᝨ࠺ࡇࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࠋ
ࡃࡾࡢィ⏬ࡀᡭᡠࡾࡍࡿ࡞ࠊ┦ཎᅉ⤖ᯝ࡞ࡿ」
➨㸱ࠊ௬タఫᏯࡢ❧ᆅࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋᮾ᪥ᮏ࡛ࡶᢳ
㞧࡞㛵ಀࡶ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡎࠊᩘ㔞ⓗ࡞
㑅ࡼࡿධᒃ⪅㑅⪃ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࠊᚑ๓ᒃఫᆅࡽ㞳ࢀ
ᣦᶆ࡛ࠊࡸࡳࡃࡶࠕຍ㏿ࠖࢆಁࡍࡇࡣࠊᑗ᮶⚝
ࡓ౽࡞ᅋᆅධᒃࡋࠊ㈙࠸≀ࡸ㏻㝔㞴ࡍࡿ࠸࠺
᰿ࢆṧࡍ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ែࡀฟ⌧ࡋࡓࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ⯆㐜ࢀࡢ⫼ᬒࡣࠊࡼࡾ᰿ᮏⓗ࡞せᅉࡀ࠶
௬タఫᏯࡢ❧ᆅၥ㢟ࡣࠊ㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏ࡢࡁࡢ㔜
ࡿࡇࡶぢ࡚࠾ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡦࡘࡣࠊ⯆ண
せ࡞ᩍカ࡛࠶ࡿࠋ௬タఫᏯࡢከࡃࡀ⿕⅏ᆅࡽࡣ࡞ࢀࡓࠊ
⟬ࡢ㈈※ࢆቑ⛯ồࡵࠊࡑࡢ☜ಖࡀⓎ⅏ࡽ 9 ࣨ᭶ᚋ
㑹እࡸᇙ❧ᆅࡸேᕤᓥ࡞ࡘࡃࡽࢀࡓࠋࡋࡶ௬タఫ
࡞ࡗࡓࡇࠊ⯆ᗇࡢⓎ㊊ࡀ 11 ࣨ᭶ᚋ࡞ࡗࡓࡇ࡞
Ꮿࡢධᒃࡣᢳ㑅࡛Ỵࡵࡽࢀࡓࡓࡵࠊᚑ๓ࡢே㛫㛵ಀࡀ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ2011 ᖺ 6 ᭶ᡂ❧ࡋࡓ⯆ᇶᮏἲࡣࡑࡢ
⤯ࡓࢀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸࢆኻ࠸ࠊᏙ❧ࡋࡓ≧ែ㝗ࡗࡓே

－ 40 －

ࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ௬タఫᏯ࠾ࡅࡿᏙ⊂Ṛ
ࡣ㸰㸱㸴ேୖࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡣࠊࡇࢀ
ࡢᝒࡣ㉳ࡇࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ࡞࠾ࠊ
ᚋࡢ᥎⛣ࢆὀどࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
➨㸲ࠊᒃఫᛶ⬟ࡀప࠸ࡶࢃࡽࡎࠊᘓタ㈝⏝ࡣ
࡞ࡾ㧗࠸ࠋᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ௬タఫᏯࡢ㈝⏝ࡣࠊ2013 ᖺ
1 ᭶ࡢⅬ࡛ 617㹼730 ࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࣉࣞࣁࣈ௬タఫᏯࡢၥ㢟Ⅼࡣࠊ㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏௨᮶ࠊ
࿘▱ࡢࡇ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓཌ⏕ປാ┬ࡢ⅏ᐖᩆຓᐇົᢸᙜ
⪅㆟ࡢ㈨ᩱࠕ⅏ᐖᩆຓົྲྀᢅせ㡿ࠖ࡞࠾࠸࡚ࡶ
ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛࡞ࡐࡑ࠺ࡋࡓⅬࡀࢡࣜ
ࡉࢀ࡞ࡗࡓࡢࠊ᳨ドࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ

๓㐍࡛࠶ࡿࠋᚑ᮶ࡣࠊ࠶ࡽࡌࡵዎ⣙ࡋ࡚ࡾୖࡆࡓఫ
Ꮿࢆ⿕⅏⪅⌧≀࡛ᥦ౪ࡍࡿ࠸࠺ᙧ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᒾᡭ
┴࡞࡛⿕⅏⪅ࡀ⮬ศ࡛ࡾࡓఫᏯࢆ┴ࡀࡾୖࡆ௬タ
ఫᏯࡋ࡚ㄆᐃࡍࡿ࠸࠺ືࡁࡀ࠶ࡾࠊ㸲᭶ 30 ᪥ཌ⏕
ປാ┬ࡀࡇࢀࢆㄆࡵࡓࡢ୍࡛Ẽᗈࡀࡗࡓࠋ
ୖࡆ௬タఫᏯࡣᚋࡢ⅏ᐖ࠾࠸࡚ࡶ㔜せ࡞ᙺࢆ
ᢸ࠺ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ⌧≧࡛ࡣၥ㢟Ⅼࡶከ࠸ࠋ
➨㸯ࠊẸ㛫㈤㈚ఫᏯࡢ≀௳ࡀྎᕷ࡞ࡢ㒔ᕷᅪ
㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⿕⅏⪅ࡀࡑࡢᆅᇦᘬࡁࡅࡽࢀࠊ
⿕⅏ᆅ㞳ࢀࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
➨㸰ࠊࡳ࡞ࡋ௬タఫᏯධᒃࡋࡓ⿕⅏⪅ࡢᡤᅾࢆ࢜
࣮ࣉ࡛ࣥࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ࣎ࣛࣥࢸࡸ NPO ࡢ⿕⅏⪅
ᨭάື㸦ᨭ≀㈨ࡸሗ࡞㸧ࡀᒆ࡞࠸࠸ࡗࡓၥ
ࣉࣞࣁࣈ௬タఫᏯᑐࡋ࡚ࠊᅇࠊᮌ㐀௬タఫᏯࡀ
㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ࢆᨵၿࡍࡿࡢࡣࠊዎ⣙ධᒃ
㔞౪⤥ࡉࢀࡓࡇࡣࡁ࡞๓㐍࡛࠶ࡿࠋ
⪅ᮏேᡤᅾᆅࡢሗ࡞ࢆ୍ᐃ⛬ᗘබ⾲ࡍࡿࡇࡢ
ᮌ㐀௬タఫᏯࡢ౪⤥ᡞᩘࡣ 13,335 ᡞ㐩ࡋࠊᘓタࡉࢀ
ゎࢆᚓ࡚࠾ࡃ࡞ࡢ᪉ἲࡶ⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ
ࡓ௬タఫᏯ㸳㸰༓ᡞࡢ 4 ศࡢ 1 ࢆ༨ࡵࡿࠋ
➨㸱ࠊୖࡆ௬タఫᏯࡢά⏝ࡼࡗ࡚ࠊ⿕⅏ᆅእࡢ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࠊᮌ㐀௬タఫᏯࡢඛ㠴ࢆࡘࡅࡓࡢࡣᒾ
㌿ฟࡶྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᗓ┴ࡼࡗ࡚ࡣࠊබႠఫᏯࡢ✵
ᡭ┴ఫ⏣⏫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋఫ⏣⏫ෆࡣࢇ⿕
ࡁఫᡞά⏝ࢆඃඛࡋࠊୖࡆ௬タఫᏯࡢไᗘࢆ᥇⏝ࡋ࡚
ᐖࡀ࡞ࡗࡓࡀࠊἢᓊ㒊ࡽ⿕⅏⪅ࡀ㑊㞴ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡓࠋ ࠸࡞࠸ࠋ┴ࡀୖࡆࡢົࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ⿕⅏⪅ࡣ௬
ࡑࡢ≧ἣࢆぢ࡚ࠊ3 ᭶ 18 ᪥⏫ࡣ⊂⮬ࡢุ᩿࡛ᮌ㐀௬タ
タఫᏯࡋ࡚࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ௬タఫᏯࡢ౪
ఫᏯࡢᘓタࢆỴᐃࡋࠊ22 ᪥╔ᕤࠊ㸳᭶㸰᪥ࡣ➨୍㝕ࡀ
ࡣ⌧≀࡛⾜࠺࠸࠺ᅜࡢࠕ㐠⏝ࠖཎ๎ࡀ⫼ᬒ࠶ࡿࠋࡇ
ධᒃࡋࡓࠋ
ࡢⅬࡢぢ┤ࡋࡀᛴົ࡛࠶ࡿࠋ
➨ 4 ࠊᒃఫࡋ࡚࠸ࡓࣃ࣮ࢺࡢ 1㹼2 㝵ࡀ⿕ᐖࢆཷࡅࠊ
⾲䠎䚷ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛻䛚䛡䜛ᮌ㐀௬タఫᏯᡞᩘ
ᘓタᡞᩘ
ᮌ㐀௬タ
ᮌ㐀ྜ䠄䠂䠅
ᘓ≀ࡀቯㄆᐃ࡞ࡗࡓሙྜࠊୖᒙ㝵ࡢ⮬ࡽࡢఫᡞ⿕
ᒾᡭ┴
㻝㻟㻘㻥㻡㻠
㻟㻘㻣㻟㻝
㻞㻢㻚㻣
ᐖࡀ࡞ࡃ࡚ࡶࠊୖࡆ௬タఫᏯධᒃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ
ᐑᇛ┴
㻞㻞㻘㻜㻠㻞
㻞㻘㻤㻣㻠
㻝㻟㻚㻜
ᐙ㈤㈇ᢸࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ࠸ࡗࡓᐇែࡀ࠶ࡿࠋ⿕⅏ఫẸ୍
⚟ᓥ┴
㻝㻡㻘㻣㻤㻤
㻢㻘㻣㻟㻜
㻠㻞㻚㻢
⯡ᒃఫ⪅ࡢ㛫ࡁ࡞ࢠࣕࢵࣉࡀ⏕ࡲࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ
䛭䛾
㻟㻝㻡
㻙
㻙
ࡑࡢ⫼ᬒࡣᖹࡽࡢᐙ㈤⿵ຓ⟇ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇ
ィ
㻡㻞㻘㻜㻥㻥
㻝㻟㻘㻟㻟㻡
㻞㻡㻚㻢
ࡀ࠶ࡿࠋࡳ࡞ࡋ௬タධᒃ⪅ࡢ 64㸣ࡀᮇ㝈ษࢀࡢ࠶ࡶఫ
ࡳ⥆ࡅࡓ࠸ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㢠⮬ᕫ㈇ᢸ࡛ఫࡳ⥆ࡅࡽࢀ
ࡇࡢ௬タఫᏯࡣࠊ29.8 ੍ࡢᖹᒇࠊ㸯ᡞᘓ࡚࡛ࠊእቨ
ࡿࡍࡿࡶࡢࡣ 9.8㸣ࡍࡂ࡞࠸ࠋᐙ㈤⿵ຓไᗘࡀ࠶ࢀࡤࠊ
12㹫㹫ࠊෆቨ 30㹫㹫ࡢᮡᯈࢆ࠸ࡑࡢ㛫 30㹫㹫ࡢ᩿
ࡇ࠺ࡋࡓேࠎࡢ┦ᙜᩘࡀᩆࢃࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
⇕ᮦࢆࡣࡵࡇࢇࡔࡀࡗࡋࡾࡋࡓ㐀ࡾ࡛࠶ࡿࠋᘓタ㈝⏝ࡣ 1
ᡞᙜࡓࡾ 270 㸦ୖ≀౯᱁ࠊእᵓྵࡵ 340 㸧࡛࠶
ᚎࠎ௬タᒃఫࡽᜏஂఫᏯ⛣⾜ࡍࡿఫẸࡶ࡛࡚ࡁ
ࡿࠋᮌ㐀࣭1 ᡞᘓ࡚࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ᩿⇕ᛶࡸ㐽㡢ᛶඃ
࡚࠾ࡾࠊᘓタᆺࡢ௬タఫᏯࡢ㞟⣙࣭᧔ཤࢆࡢࡼ࠺㐍
ࢀࠊᮌࡢ㤶ࡾࡀࡓࡔࡼ࠸ࠊᚰᆅࡼ࠸ࠋ
ࡵࡿࠊࡲࡓࠊࡳ࡞ࡋ௬タఫᏯࡢᐙ㈤ᨭ⤥ࢆࡇࡲ࡛⥆
㔞ࡢᮌ㐀௬タఫᏯࢆᘓタࡋࡓࡢࡣ⚟ᓥ┴࡛㸦6700 ᡞ㸧
ࠊ
ࡅࡿ࠸ࡗࡓⅬࡀᚋࡢࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ᘓタࡉࢀࡓᛂᛴ௬タఫᏯࡢ 4 ௨ୖࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋᅇ
ࡢ⿕ᐖࡀ⭾࡛௬タఫᏯࡢ㟂せࡶࡁࡗࡓࡇࡽࠊ
㸦㸱㸧ΰ⥺ᆺఫᏯ⯆㸫ᜏஂఫᏯࡢ☜ಖࡲࡕ࡙ࡃࡾ
ᒾᡭ࣭ᐑᇛ࣭⚟ᓥࡢ㸱┴࡛ࡣࠊᆅඖᴗ⪅➼௬タఫᏯᘓ
タࢆබເࡋࡓࠋ⚟ᓥ┴ࡣ᭱ࡶ᪩ࡃ 4 ᭶ 11 ᪥ࡽ 4000 ᡞ
 ᜏஂఫᏯࡢ☜ಖࡣࠊูࡋ࡚ࠊ⅏ᐖබႠఫᏯ⮬ຊ
ࡢᘓタࢆເ㞟ࡋࠊᒾᡭ┴࣭ᐑᇛ┴ࡣ 18 ᪥ࡽබເࢆࡣࡌ
ᘓࡀ࠶ࡿࠋ⅏ᐖබႠఫᏯࡢᘓタ≧ἣࡣඛ㏙ࡓ࠾
ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊᘓタᙜࡓࡗ࡚ࡣᩘࡢၥ㢟ࡶࡉࡿ࡞ࡀࡽࠊ
ᮌ㐀௬タఫᏯࡢ㛗ᡤࡣࠊ᩿⇕ᛶࡸ㐽㡢ᛶ࡞ࡢᒃఫᛶ
㉁ࡢၥ㢟ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏ࡢᩍカࡽࡣ
⬟ࡀࡼࡃࠊᛌ㐺࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࡀࠊࡶᆅඖ⏘ࡢᮦᩱࡸᆅ
⅏ᐖබႠఫᏯ࡛ࡢ⏕άࡢᏙ❧ࠊᏙ⊂ṚࡢⓎ⏕࡞ࢆࡶ
ඖࡢ୰ᑠᕤົᗑࢆ࠺࡞ᆅᇦ⤒῭ᚠ⎔ࢆࡶࡓࡽࡍຠ
ࡓࡽࡉ࡞࠸ィ⏬࣭タィࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ⌧ᅾࠊᮾ᪥ᮏ㟈
ᯝࡀ࠶ࡿࠋ
⅏ࡢ㛵㐃Ṛࡣ 3089 ே࡛ࠊࡑࡢ༙ศ㏆ࡃࡣ⚟ᓥ┴Ẹࡢࡶࡢ
࡛ࠊከࡃࡣཎⓎࡽࡢ㑊㞴୰࡛ࡢṚஸ࡛࠶ࡿࠋ㸱┴ࡢ௬
Ẹ㛫㈤㈚ఫᏯࢆୖࡆ࡚௬タఫᏯࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿ⟇
タఫᏯ࡛ࡢᏙ⊂Ṛࡣ 112 ே㸦2014 ᖺ㸲᭶ᮎ㸧ሗࡌࡽࢀ
㸦ࡳ࡞ࡋ௬タఫᏯ㸧ࡀࠎⓗ⾜ࢃࢀࡓࡇࡶࠊࡁ࡞
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࡚࠸ࡿࠋᏙ⊂Ṛࡣ௬タఫᏯࡽ⅏ᐖබႠఫᏯ⛣⾜ࡋ࡚
ࡽࡶ㉳ࡇࡾ࠺ࡿࡋࠊࡴࡋࢁ⏕άࡢᏙ❧ࡣቑຍࡍࡿ༴
㝤ᛶࡶ࠶ࡿࠋ
 ⅏ᐖබႠఫᏯࡣ⮬ຊᘓࡢᅔ㞴࡞⿕⅏⪅ࡗ࡚㔜せ
࡛࠶ࡿࡀࠊྠ᭱ၿࡢ⟇࡛ࡣ࡞࠸ࡇࡶ෭㟼ぢ࡚࠾
ࡃࡁ࡛࠶ࡾࠊྍ⬟࡞㝈ࡾࠊ⮬ศࡢዲࡴఫࡲ࠸ࢆ☜ಖ࡛
ࡁࡿࡼ࠺ᨭࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ⮬ຊᘓᨭࡢ⟇ࡣ⿕⅏⪅⏕άᘓᨭ㔠࡛࠶ࡿࡀࠊ
⌧Ⅼ࡛ࡣࠊቯࡢሙྜ᭱㧗࡛ 300 ࠸࠺㢠࡛࠶ࡾࠊ
༙ቯ௨ୗࡢୡᖏࡸཎⓎ⿕⅏⪅ࡣ㐺⏝እ࠸ࡗࡓ㝈⏺ࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋᒾᡭ┴ࡸⱝᖸࡢᕷ⏫ᮧ࡛ࡢୖࡏᨭไᗘࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ᮶ࠊᆅᇦᕪࡀ࡞࠸ࡼ࠺ไᗘᨵၿࢆ
⾜࠺ࡁ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊࡇࡢไᗘᨵၿࢆࡶࡵࡿ⨫ྡ㐠
ືࡀᒾᡭ┴ࢆ୰ᚰᅜ࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡢఫᏯ⯆ࡣࠊ௬タఫᏯࡢ࣓ࢽ࣮ࣗࡢ
ከᵝࠊᜏஂఫᏯ☜ಖ⯆ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ㐃ື࠸ࡗࡓ
」㞧ࡉࡽࠊࠕΰ⥺ᆺఫᏯ⯆ࠖࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㜰
⚄࣭ῐ㊰㟈⅏ࡢሙྜࡢ༢⥺ᆺఫᏯ⯆ẚࡋ࡚ࠊ࣓ࢽ
࣮ࣗࡀከࡃከᵝࡋࡓࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡽࡢ㛵ಀࡣ」㞧࡛ࠊ
⿕⅏⪅ࡗ࡚ࢃࡾ࡙ࡽࡃࠊ㑅ᢥࡀᦂࢀࡿ࠸࠺≧ἣ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᚋࠊ⯆ࡲࡕ࡙ࡃࡾᴗࡀᮏ᱁ࡍࡿࡀࠊ⿕⅏⪅ࡢ
ఫᏯᘓ㈨㔠㊊ࠊ⅏ᐖබႠఫᏯᕼᮃࡢቑຍࠊ⛣㌿ᴗ
ࡢࡾ࡞ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾᴗࡢᡂࡣ
࡞࠾ᩘᖺࡢ᭶᪥ࢆせࡍࡿࡇࡽࠊಶࠎࡢ⿕⅏⪅ࡢ⏕ά
ᘓ⯆ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㞳ࡀᣑࡍࡿྍ⬟ᛶࢆྰᐃ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋ⿕⅏⪅ࡢఫᏯᘓᨭࡢᣑࡸࡲࡕ࡙ࡃࡾ
ᴗࡢ༑ศ࡞ㄝ᫂ࠊྜពᙧᡂࠊ⿕⅏ᆅᇦࡢάᛶࡢ
ඹྠࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

 
㸰㸬᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ≉ูጤဨ࠾ࡅࡿྲྀ⤌
㸦㸯㸧᪥ᮏᘓ⠏Ꮫࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿᐇຠⓗ⯆
ᨭࡢᵓ⠏㛵ࡍࡿ≉ูㄪᰝጤဨࠖࡢタ⨨

᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ࡛ࡣࠊ㸲ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࡿᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡽ
ࡢ⯆㛵ࡋ࡚ࠊ௬タఫᏯࡽ⯆බႠఫᏯࡢ㧗㱋⪅
ࡢ㌿ᒃࠊ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᒎ㛤ࢆ຺ࡋࡓ⯆ఫᏯࡢィ⏬
࡞ࡘ࠸࡚ᑓ㛛ⓗ࣭ᐇ㊶ⓗຓゝάືࢆ⾜࠺ࡇࢆ┠ⓗ
ࡋ࡚ࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿᐇຠⓗ⯆ᨭࡢᵓ⠏
㛵ࡍࡿ≉ูㄪᰝጤဨࠖࢆタ⨨ࡋࠊࡇࡢ୰⚟ᓥWGࠊᒾ
ᡭ࣭ᐑᇛWGࠊᑗ᮶ᑐᛂWGࡢ㸱ࡘࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ
ࢆタࡅࡓࠋ
㹕㹅ࡣࠊඹྠࡋ࡚⮬యᑐࡋ࡚ㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࠋලయ
ⓗᨭࢆồࡵࡽࢀࡓ⮬యᑐࡋ࡚ࠊᩚഛィ⏬ࡢᐇ⾜
ᨭ࡞┤᥋ⓗ࡞ࢧ࣏࣮ࢺࢆ⾜࠺ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊᒾᡭ࣭ᐑᇛWGࡢάື≧ἣࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ
ᒾᡭ࣭ᐑᇛWG࡛ࡣࠊࡉࡽㄢ㢟ᛂࡌ࡚ࠊձࠕᆅᇦ≉

ᛶࡽࡳࡓ⯆ィ⏬㸦ᅵᆅ⏝ィ⏬㸧ࠖࠊղࠕ௬タఫᏯ
ࡽ⯆බႠఫᏯࡢ⎔ቃ⛣⾜ࡢ≧ἣ⚟♴㐃ᦠࠖࠊճ
ࠕఫᏯ⏕⏘࣭౪⤥ᆅᇦᒃఫࢽ࣮ࢬࠖࡢ㸱ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ
ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
WGࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿㄢ㢟ࡸࢸ࣮࣐ࡣࡁࢃࡵ࡚
ᗈ⠊ᅖΏࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࠊࡇࢀࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁ
ࡓ㡯ࠊ⌧ᅾྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ㡯ࠊ࠾ࡼࡧᚋᑗ᮶࠾
࠸࡚Ⓨ⏕ࡋྲྀࡾ⤌ࡴࡁㄢ㢟ࢆิᣲࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧௬タఫᏯࢃࡿㅖㄢ㢟
ձ㑊㞴ᡤࡢ⏕άᨭάື
ఫᏯ⏕⏘࣭౪⤥ࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛
ᘓ⠏ᐙࡢඹྠࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㑊㞴ᡤ࠾ࡅࡿ
⿕⅏⪅ࡢ⏕ά⎔ቃࡢᨵၿࡢࡓࡵࠊẁ࣮࣎ࣝ࣋ࢵࢻࡢ
ไస࡞ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
㑊㞴ᡤ࡞ࡿබඹタ࡞࡛ࡣࢩ࣮ࣕ࣡➼ࡀタ⨨ࡉ
ࢀࠊ⏕ά⎔ቃࡀ☜ಖฟ᮶࡚࠸ࢀࡤ୍ᐃᮇ㛫ࡢ⏕άࡶ
⪏࠼࠺ࡿࡢ࡛ࠊ௬タఫᏯࡸ⅏ᐖබႠࢆࡺࡗࡃࡾ⪃࠼ࡿ
ࡇࡀྍ⬟ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ղᮌ㐀௬タఫᏯࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
㑊㞴ᡤࡢḟࡢẁ㝵࡛࠶ࡿ௬タఫᏯ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀ
ࡲ࡛ᮌ㐀௬タఫᏯࡢᘓタಁ㐍ࡶ✚ᴟⓗ㛵ࢃࡗ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿࠋලయⓗࡣࠊ⚟ᓥ┴୕⏫࠾࠸࡚ࣇࣛࢵ
ࢺ࣋ࢵࢻࡢRCᇶ♏ࡢᮌ㐀௬タࢆ㸯Ჷ460࡛ᘓタࡋࠊࡇ
ࡢ୰࡛ࠊᕤົᗑࡣ⣙㸰┈ࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᐑᇛ┴Ẽ࠾࠸࡚ࡶᮌ㐀௬タఫᏯࡢ
ᘓタࢆᨭࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᮌ㐀௬タఫᏯࡢ᪉ᘧࡣᚋ
ᶆ‽ྥࡅ࡚ࠊᅜ࠾࠸࡚ࡶ᳨ウㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ճ௬タఫᏯࡢ㞟⣙
   ࡍ࡛௬タఫᏯ࡛ࡢ⏕άࡀ㸱ᖺࢆ⤒㐣ࡋࠊᚎࠎᜏ
ஂఫᏯࡢ⛣⾜ࡀጞࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ௬タఫᏯ࡛ࡢ✵ᐙࡢ
Ⓨ⏕ࡀぢࡽࢀࡿࠋர⌮࡛ࡣࡍ࡛100ᡞ୰ධᒃࡣ50ᡞ
࠸࠺≧ἣࡶ࠶ࡾࠊᚋከᩘࡢ✵ᐙⓎ⏕ࡀᐃࡉࢀࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣᑐࡋ࡚௬タఫᏯࡢ᧔ཤ࣭㞟⣙ࡀᚋ
ࡢࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸰㸧⅏ᐖබႠఫᏯࡢィ⏬࣭タィ
ఫᏯ⯆ࡢ⌧ୗࡢᛴົࡣ⅏ᐖබႠఫᏯࡢᘓタ࣭౪⤥
࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢィ⏬࣭タィ࣭ධᒃ⪅㑅ᐃ࡞ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏Ꮫࡧ࡞ࡀࡽࠊၥ㢟ࡢⓎ⏕ࢆ᭱
ᑠ㝈ᢲࡋࡵࡿྲྀ⤌ࡀᚲせࡉࢀࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⅬ࡛ࠊ㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏࠾ࡅࡿ⤒㦂ࡸࡑࡢࢹ
࣮ࢱࢆඖࡋࡓࢹ㞟࡞ࡣ⌧ሙࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ᭷
⏝┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㹕㹅࣓ࣥࣂ࣮ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛ࡣ௨
ୗࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡀᢕᥱࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
  ձྡྲྀᕷ㛭ୖ㸹ၟᴗタ❧ᆅࡸ⚟♴ࢰ࣮ࣥ࡞᳨
ウ㡯ࡀᾋୖࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ27ᖺ3᭶ࡲ࡛බႠఫᏯࣔࢹ
ࣝࡢసᡂࡋࠊᖹᡂ28ᖺኟ㡭ࡲ࡛ධᒃ㛤ጞணᐃࡉࢀ
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࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᚑ๓50੍࣭㸯LDK࡛࠶ࡗࡓィ⏬ࢆ
࡞࠸ࡀࠊබႠఫᏯᘓタࡢẁ㝵ࡽࣁ࣮ࢻഃ࡛ၥ㢟ࢆ㜵Ṇ
2LDKኚ᭦ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᚋࠊᡶ࠸ୗࡆ➼ࢆᐃ
ࡍࡿィ⏬࣭タィࢆ⾜࠺どⅬࡶḞࡏࡎࠊ⚟♴ࢧࢻࡢ
ࡋࡓሙྜࡢᅔ㞴ࡀணࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡶࡶࡢ⮬య
㐃ᦠࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
⫋ဨࡣᡞᘓ࡚බႠఫᏯᘓタࡢ⤒㦂ࡀ࡞ࡃࠊᚋࡢ⟶⌮
㹕㹅࣓ࣥࣂ࣮ࡣࡇࡢ㠃࡛ࡶྛᆅ࡛㧗㱋⪅タㄪᰝࠊ⚟
ࡘ࠸࡚ࡶࡉࡲࡊࡲ࡞ᅔ㞴ࡀணࡉࢀࡿࠋ
♴ᆺ௬タㄪᰝࢆᐇࡋࠊࡲࡓ㔩▼࡛ࡢ⅏ᐖබႠఫᏯධᒃ
ղྎᕷ㸹⅏ᐖබႠఫᏯࡢఫᏯィ⏬࣭タィ࠾࠸࡚ࡉ
⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࡙ࡃࡾࡸࠊྎᕷᚚ㟋ᒇᆅ༊࡛ࡢ⅏ᐖ
ࡽᕤኵᚲせࡳࡽࢀࡿࠋ⿕⅏⪅ࡢධᒃᚋࡢ⏕άኚ
බႠఫᏯᘓタᆅ༊ఫẸࡢ┦ㄯάື࡞ࠊከࡃࡢᆅᇦ࣭⮬
ࡘ࠸࡚ࡶ㏣㊧ㄪᰝ➼ࡀᚲせᛮࢃࢀࡿࠋධᒃ㑅⪃࠶ࡓ
య࡛㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡗ࡚ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸඃඛධᒃᯟࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᛂເ
ࡾࢃࡅ≉➹ࡍࡁࡣ༡୕㝣⏫࠾ࡅࡿࠊ⚟♴㐃ᦠ
ᑡ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
ࡼࡿ⅏ᐖබႠఫᏯᘓタࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡑࡢᴫ

せࢆ⤂ࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧⅏ᐖබႠఫᏯࡢᘓタ࣭ᘓ⠏⏕⏘
ղ༡୕㝣⏫࠾ࡅࡿ⚟♴㐃ᦠࡢබႠఫᏯᩚഛࡢ᳨ウ
⅏ᐖබႠఫᏯࡢ᪩ᮇᘓタࡀࡢࡒࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᕤ㈝
༡୕㝣⏫࡛ࡣ⅏ᐖබႠఫᏯࡢᩚഛᙜࡓࡗ࡚ࠊ㧗㱋⪅
ࡢ㧗㦐ࡸே࡛㊊➼ࡀ㞀ᐖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㔞ᘓタ
ࡀ㞟୰ࡍࡿᆅ༊ࡀ࡛࡚ࡃࡿࡢぢ㏻ࡋࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓࠊᨭ
ࡉࢀࡿࢫࢺࢵࢡࡢᑗ᮶ࡢ⏝࣭⟶⌮࡞᳨ウ㡯ࡀከ࠸ࠋ ࡸㆤࢆᚲせࡍࡿ⿕⅏⪅ࡀ┦ᙜᩘᏑᅾࡍࡿ࠸࠺≧
ἣࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ձබඹᕤ࠾ࡅࡿධᮐ࡛ࡣࠊ౯᱁ࡔࡅ࡛ホ౯ࡋ࡚࠸
ࡑ࠺ࡋࡓᠱᛕࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ⅏ᐖබႠఫᏯᩚഛᙜࡓ
ࡓᚑ᮶ࡢ᪉ᘧ࡛ࡣ࡞ࡃࠊရ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡
ࡗ࡚ࠊࣁ࣮ࢻ㒊㛛㸦ఫᏯᘓタ㸧ࢯࣇࢺ㒊㛛㸦ಖ⚟
ࡸࣀ࢘ࣁ࢘࠸ࡗࡓ౯᱁௨እࡢせ⣲ࢆྵࡵ࡚ホ౯ࡍࡿᢏ
♴㸧ࡢ㐃ᦠࡣ༑ศ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ౪⤥ࡍࡿබ
⾡ᥦᆺ⥲ྜホ౯ࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊィ⏬ෆᐜࡸᢏ⾡
ႠఫᏯࡑࡇ࡛ᚲせ࡞ࡿ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛵ಀࡀࡘ
ᡭ㛫ࢆࡅ࡚ࡶࠊ⤖ᒁࡢࡇࢁ㔠㢠࡛ⴠᮐࡍࡿ࠸࠺
ࡵ࡞࠸≧ἣ࠶ࡗࡓࠋ
ᐇែࡶぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
ᅜࡸᐑᇛ┴ࡣࡑ࠺ࡋࡓၥ㢟ࡢᏑᅾࡘ࠸࡚ࡣㄆ㆑ࡣ࠶
ᒾ࡛ࡣᆅඖᘓタ♫ࡀⴠᮐࡋࡓࡀࠊ⤌ྜ᪉ᘧ࡛ᕤ
ࡿࡶࡢࡢࠊᐇ㝿ࡣᴗࢆ࠾ࡇ࡞࠺⮬య㸦ᕷ⏫ᮧ㸧࡛
ࢆศᢸࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡣࠊேᮦ㞴࡛ᕤ⛬㐜ࢀࡶ⏕ࡌ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤࠊ࡞࡞ᡭࡀฟࡏ࡞࠸
࡚࠸ࡿࠋ
࠸࠺ࢫࢱࣥࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊබႠఫᏯᘓタࢆཷクࡍ
ղᮌ㐀බႠఫᏯࡢࢥࢫࢺపῶ
ࡿ㹓㹐㒔ᕷᶵᵓࡶᅵᆅ⏝ィ⏬ࡢ୰࡛ࠊ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ௬タఫᏯ࡛ࡣᮌ㐀௬タఫᏯࡀ㔞ᘓ
タࡸ᪂ࡓ࡞ఫᏯࡢᙧࡢᥦࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡣゝ࠺ࡶࡢࡢࠊ
タࡉࢀࡓࡀࠊ⅏ᐖබႠఫᏯ࡛ࡶᮌ㐀ࡀ⾜ࡗ࡚ࡢྜ࡛ᘓ
ண⟬ࢆྵࡵࠊᐇ⌧ᛶࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊඛ⾜ࡣ࡛ࡁ࡞
タࡉࢀ࡚࠸ࡿࡑࡢᘓタࢥࢫࢺࡢపῶࡀࡦࡘࡢㄢ㢟࡛
࠸࠸࠺࠶ࡿࠋ
࠶ࡿࠋ㹕㹅࣓ࣥࣂ࣮࡛ࡣࠊ㸰㛫ࣔࢪ࣮࡛ࣗࣝ༢࠶ࡓ
ࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫᨭࡢ༠ຊせㄳࡀ⾜ࢃ
ࡾࡢᮌᮦ㔞ࢆῶ㔞ࡋࠊࡲࡓᘓලࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿࡇࡼ
ࢀࠊࡍࡄࡉࡲయไࡀసࡽࢀࡓࠋᘓ⠏Ꮫᮇᚅࡉࢀࡓࡢ
ࡗ࡚ࢥࢫࢺࢆᢚ࠼ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ⦼ࡋ࡚ࡣࠊ
ࡣࠊྛ❧ሙࡢព㆑࣭ㄆ㆑ࢆ⤫ྜࡍࡿᙺࠊఱࡀᚲせ࡞ࡢ
㸲㛫㸰ࢆୗᒇ࡛ࡘ࡞ࡄᙧែࡀࡶࡗࡶຠ⋡ࡀࡼࡃࠊ㸯
ࢆ▷ᮇ࣭୰ᮇ࣭㛗ᮇࡢどⅬ࡛♧ࡍࡇࠊࡑࢀࡽࢆ᥎㐍
Ჷ900⛬ᗘ࡛ᘓタྍ⬟࡞ࡗࡓࠋᒾ࡛ࡣJIAඹྠࡋ
ࡍࡿ༠ຊ௦ไࡢᵓ⠏࡛࠶ࡗࡓࠋ
࡚66੍ࠊ1200ࡢබႠఫᏯࢆィ⏬ࠊࡲࡓᵔ࡛ࡣ㸯㝵
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ༡୕㝣⏫ࠕ⚟♴ఫࡲ࠸ࡢ㐃ᦠࣔࢹࣝᩚ
RC࣭2㝵ᮌ㐀ࡢබႠఫᏯࢆᆤ70㸦እᵓ㎸ࡳ㸧࡛ᘓタ࡛
ഛ᳨ウࠖࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣᐑᇛ┴ࡢಖ⚟♴㒊
ࡁࡓࠋ
㸦♫⚟♴ㄢ࣭㛗ᑑ♫ᨻ⟇ㄢ㸧ᅵᮌ㒊㸦ఫᏯㄢ࣭
ճࢫࢺࢵࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
⯆ఫᏯᩚഛㄢ㸧ࡀᑟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋࠊ┴࡛ࣞ࣋ࣝࡢ
ࢫࢺࢵࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡶᚋࡢࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋᕷ
ᶓࡢ㐃ᦠࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇࠊᅜᅵ㏻┬ࡢ┤㎄ㄪ
ႠఫᏯࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊྎᕷࡢࡼ࠺࡞㒔
ᰝࠊ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫࠊ㹓㹐㒔ᕷᶵᵓࡀ㐃ᦠ࣭༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ᕷ࡛ࡶ⤒㈝ࡀ࡛࡞࠸࠸ࡗࡓ≧ἣࡀ࠶ࡿࠋ┴ࡢᨭࡣ
⏫ࡢ⯆ᴗ᥎㐍ㄢࠊಖ⚟♴ㄢࠊᘓタㄢࡢᢏ⾡ⓗຓ
5,000ᡞࡽ2,700ᡞ๐ῶࡉࢀࠊᕷࡢ⟶⌮㈇ᢸࡀቑࡍࡿ
ゝࡸᨭࢆ࠾ࡇ࡞࠺ᙺ࡛ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ᳨ウࡢ⨨࡙ࡅࡣࠊ⚟♴ఫࡲ࠸ࡢ㐃ᦠ㛵ࡍ

ࡿ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢᡂᯝࢆ⏫ࡢࠕ⅏ᐖබႠ
㸦㸲㸧⅏ᐖබႠఫᏯ࡛ࡢఫ⏕άࠊ⟶⌮ၥ㢟
ఫᏯᩚഛ᳨ウࠖᥦゝࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ⏫ࡢ᳨ウࡣ
ձ⅏ᐖබႠఫᏯࡢᘓタࡀᛴࡀࢀࡿࡀࠊྠᘓ≀ࡀ࡛
ࡇࢀࢆཷࡅ࡚ලయⓗ࡞ィ⏬࣭ᩚഛࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃ࠸࠺
ࡁࡓ࠶ࠊධᒃᚋࡢఫ⏕άࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㜰⚄࣭ῐ㊰
⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
㟈⅏ࡢ⤒㦂ࡽ⅏ᐖබႠఫᏯ࡛ࡢᏙ⊂ṚࡢⓎ⏕࡞ࡀᠱ
ࠕ⚟♴ఫࡲ࠸ࡢ㐃ᦠࣔࢹࣝᩚഛ᳨ウࠖࡣࠊᮾ
ᛕࡉࢀࠊධᒃ⪅ࡢᏙ❧ࢆⓎ⏕ࡉࡏ࡞࠸ྲྀࡾ⤌ࡳࡀồࡵ
ᕤᴗᏛࡸᮾᏛࡢ◊✲⪅㸦ᘓ⠏Ꮫဨ㸧ࡀཧຍࡋ
ࡽࢀࡿࠋ⿕⅏⪅ᑐࡍࡿぢᏲࡾࠊᨭయไ࡞ࡀḞࡏ
࡚࠾ࡾࠊᖺ⛅௨᮶ࠊᅇࡢ᳨ウࢆ㛤ദࡋࠊࡲࡓᅇ
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௨ୖࡢࢥ࣓ࣥࣂ࣮ࡼࡿ᳨ウࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࠊ
⅏ᐖබႠఫᏯࡀᩚഛࡉࢀࡿఫᏯᆅࡢᑗ᮶ேཱྀࢩ࣑࣮ࣗࣞ
ࢩࣙࣥࡸࠊᨭࢧ࣮ࣅࢫࡀᚲせ࡞ࡿᒃఫ⪅ീࡸࡑࡢே
ཱྀࡢᢕᥱࠊࢧ࣮ࣅࢫෆᐜ➼ࢆ᳨ウࡋࠊཧ⪃ࡍࡁ
ࡢ⤂ࠊ⪃࠼᪉ࡢᥦ♧࡞ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ලయⓗ࡞ィ⏬࣭タィ⧅ࡀࡿ㡯ࡋ࡚ࡣࠊ⚟♴௬タ
ఫᏯᒃఫ⪅ࡢ≧ἣᢕᥱࠊ⅏ᐖබႠఫᏯධᒃ⪅ീࡢᐃࠊ
ఫᡞࢱࣉࡢᥦ㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸᚿྥᆺࠊᏳᚰඹ᭷ᆺࠊ
ᅾᏯㆤᑐᛂᆺࠊඹຓᶵ⬟ᙉᆺ࡞㸧ࠊࠕ⚟♴࣮ࣔ
ࣝࠖࡢ࣓࣮ࢪᥦ࡞ࢆ⢊ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆཷࡅ࡚ࠊ⏫࡛ࡣ㧗㱋⪅➼㓄៖ࡋࡓぢᏲࡾࡸ
ࡍ࠸ఫᡞィ⏬ࡋ࡚ࣜࣅࣥࢢࢡࢭࢫࡸ㌴᳔Ꮚᑐᛂࣉࣛ
ࣥࢆᑟධࡍࡿ᪉ྥ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦௨ୖࡣࠊ▼ᩄᮾᕤᴗᏛᩍᤵࡼࡿࠋヲ⣽ࡣู
ᥖㄽᩥཧ↷ࠋ㸧
࡞࠾ࠊ⚟♴ࡢ㐃ᦠࢆ⪃៖ࡋࡓ⅏ᐖබႠఫᏯࡢඛ⾜
ࡋ࡚ࠊ⚟ᓥ┴┦㤿ᕷࡢࠕ┦㤿ᡞ➃㛗ᒇࠖࡀ࠶ࡾࠊ
㹕㹅࠾࠸࡚ࡶཧ↷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣᕷ᭷ᆅ㸲࢝
ᡤ㸳Ჷࡢ⅏ᐖබႠఫᏯࡀᘓタࡉࢀࠊ௬タఫᏯࡢ㧗㱋ࡢᒃ
ఫ⪅ࡀබႠఫᏯ⛣ࡗ࡚ࡽࡶࠊ⮬❧ࡋ࡚⏕ά࡛ࡁࡿࡇ
ࢆ┠ᣦࡋࠊ132ࡼࡿ㓄㣗ࢧ࣮ࣅࢫࡸಖᖌࡼࡿぢᅇ
ࡾ࡞ࡢࢧ࣏࣮ࢺయไࡀྲྀࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࡇ
ࢁᏙ⊂Ṛ࡞ࡢⓎ⏕ࡣぢࡽࢀ࡞࠸࠸࠺ࠋ


㸱㸬ᚋࡢάືィ⏬
᪥ᮏᘓ⠏Ꮫࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿᐇຠⓗ⯆ᨭ
ࡢᵓ⠏㛵ࡍࡿ≉ูㄪᰝጤဨࠖࡣ2016ᖺ3᭶ࡲ࡛ࢆάື
ᮇ㛫ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᐑᇛ࣭⚟ᓥWG࡛ࡣࠊ3ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ
࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ᐇࡋࡓάືࠊ⌧ᅾᐇࡋ࡚࠸ࡿ
άືࢆ㞟⣙࣭ᩚ⌮ࡍࡿྠࠊጤဨࡢ⤊ᚋࡶ⯆
ᴗࡑࡢࡶࡢࡣࡴࡋࢁ୍ᒙᮏ᱁ࡍࡿ࠸࠺ࡇ㚷ࡳࠊ
ࡇࢀࡽⓎ⏕ࡍࡿᛮࢃࢀࡿㅖㄢ㢟ࢆᢳฟࡋࠊྍ⬟࡞㝈
ࡾࡑࡢᑐᛂ⟇ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡋࡓ࠸ࠋ
ᙜ㠃ࠊձࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡸウㄽࡢ㛤ദࠊղWGࡢ◊✲ࠊ
ճࢭ࣑࣮࢜ࣉࣥࡢ◊✲㸹⮬య⫋ဨࠊ୍⯡ᕷẸྥࡅࠊ
մᗙㄯ㸹㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏ࡢẚ㍑࣭┦㐪ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
㆟ㄽࡢᒎ㛤ࠊ࡞ࢆ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
άືࡢᡂᯝࡣᖹᡂ28ᖺ3᭶ሗ࿌᭩ࡢసᡂࡋࠊྠᖺኟࡢ
᪥ᮏᘓ⠏Ꮫሗ࿌ࢆࡍࡿࠋࡲࡓࠊᅜ㝿ⓗࡣ
ᖹᡂ28ᖺ10᭶ྎ࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀࡿ᪥୰㡑ᘓ⠏Ꮫ
㸦ISAIA㸧࠾࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ᮏ✏ࡣࠊሷᓮࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏ ⯆ࡢ㸲ᖺࠖࠊᘓ⠏㞧ㄅ
2015 ᖺ 3 ᭶ྕᘓ⠏Ꮫࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿᐇຠⓗ
⯆ᨭࡢᵓ⠏㛵ࡍࡿ≉ูㄪᰝጤဨࠖᐑᇛ࣭ᒾᡭ࣡
࣮࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡢ㆟ㄽࢆࡶࡲࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸧

*❧㤋Ꮫ

*Ritsumeikan University
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᪥ᮏᘓ⠏Ꮫᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿᐇຠⓗᨭࡢᵓ⠏㛵ࡍࡿ≉ูㄪᰝጤဨ
ᒾᡭ࣭ᐑᇛᨭ᳨ウᑠጤဨࡢάື㸦ఫࡲ࠸⚟♴ࡢ WG㸧
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ṇဨ
ṇဨ
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ఫᏯ⯆
ࡲࡕ࡙ࡃࡾ༠㆟
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 ⡿㔝 ྐ 2
 ᆏཱྀ ὒ 3

⅏ᐖබႠఫᏯ
⌧ᆅᘓ

ABSTRACT:
This paper is activity report of Housing and Welfare Working Group of Iwate and Miyagi Support Examination Sub
Committee in Architectural Institute of Japan (AIJ). First, it is described about current situation and issues
of housing reconstruction in Miyagi. At the second chapter, it is described about public restoration
housing cooperate with welfare for the elderly in case of Minami-sanriku town, Miyagi. Lastly,
activity and role of Promotion of Regional Development is shown with the case of Iwanuma city and
Natori city, Miyagi.

⯆ఫᏯ⼥㈨ࠊ┴ᕷ⏫ࡢ⿵ຓᴗ➼ࡢබⓗ࡞ຓᡂไᗘ
ࡼࡿ㈨㔠㠃ࡢᨭࠊ㜵⅏㞟ᅋ⛣㌿ಁ㐍ᴗࡸᅵᆅ༊⏬ᩚ
⌮ᴗ➼ࡢබⓗᴗࡼࡿᏯᆅࡢᩚഛࠊཬࡧᆅᇦఫᏯ⏕
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿᐇຠⓗᨭࡢᵓ⠏㛵ࡍࡿ≉ูㄪ
⏘ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏➼ࡼࡿᘓタࡢಁ㐍ࢆ⾜࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᰝጤဨࠖࡢ୰ࡢᒾᡭ࣭ᐑᇛᨭ᳨ウᑠጤဨ⚟♴ఫ
 බⓗఫᏯࡢ౪⤥ಁ㐍࡛ࡣࠊ㹼 ᖺᗘࡢ㸳⟠ᖺ࡛
ࡲ࠸ࡢ WG ࡛ࡢάືࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ➨ 1 ❶࡛ᐑᇛ┴
⅏ᐖබႠఫᏯࢆ  ᕷ⏫࡛⣙  ᡞᩚഛࡍࡿィ⏬ࢆ♧
࠾ࡅࡿఫᏯ⯆ࡢ⌧≧ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ➨ 2 ❶࡛ᐑᇛ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩚഛཬࡧ⟶⌮ࡣᇶᮏⓗᕷ⏫ࡼࡿࡋࠊ┴
┴༡୕㝣⏫ࡢ⅏ᐖබႠఫᏯィ⏬࠾ࡅࡿ⚟♴ఫࡲ࠸ࡢ
ࡀᕷ⏫ࡢᘓタᨭࢆ⾜࠺ࠊẸ㛫ᴗ⪅➼ࡶ㐃ᦠࡋ
㐃ᦠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ㝿≧ἣࡘ࠸࡚ࠊ➨ 3 ❶࡛ࡣ㟈
࡚ࠊ᪩ᮇࡢᩚഛྲྀࡾ⤌ࡴࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⅏⯆࠾ࡅࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾ༠㆟ࡢᙺࡘ࠸࡚ᐑᇛ┴
㸯㸰㸬ఫᏯ⯆ࡢ㐍ᤖ≧ἣ
ᒾᕷ⋢ᾆすᆅ༊ࠊ࠾ࡼࡧྡྲྀᕷ㛭ୖᆅ༊ࡢࢆぢ࡞
 ⯆ఫᏯィ⏬ࡣ⯆ࡢ㐍ᤖ➼࠶ࢃࡏ࡚  ᖺ  ᭶ཬ
ࡀࡽሗ࿌ࡍࡿࠋ
ࡧ  ᖺ  ᭶ᨵᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅗ㸯ࡣ  ᖺ  ᭶
㸯㸬ᐑᇛ┴࠾ࡅࡿఫᏯ⯆ࡢ⌧≧ㄢ㢟
ᨵᐃ∧ᥖ㍕ࡢᅗࢆඖసᡂࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ ᖺ  ᭶ᮎ
㸯㸯㸬ఫᏯ⯆ࡢࣇ࣮࣒ࣞ
Ⅼ࡛ࡢఫᏯࡢ⯆≧ἣࢆ᥎ᐃࡋ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᐑ ᇛ ┴ ࡛ ࡣ ࠊ ὠ Ἴ ࡸ ᆅ㟈 ື ࡛  ቯ  Ჷ ࠊ ༙ ቯ
 ఫᏯࡢቯ࣭つᶍ༙ቯ➼ࡀᑐ㇟ࡢࠕ⏕άᘓᨭ㔠
 ᲷࡢఫᏯ⿕ᐖࡀ⏕ࡌࡓࠋࡇࢀࡽ⿕ᐖ࡛ఫᏯࢆኻࡗ
ᇶ♏ᨭ㔠ࠖࡢୡᖏࡢ࠺ࡕࠊఫᏯࡢᘓ㸦ᘓタ࣭㉎
ࡓ⿕⅏⪅ࡢࡓࡵࠊ ᅋᆅィ  ᡞࡢᛂᛴ௬タఫᏯ
ධ࣭⿵ಟ࣭㈤㈚㸧ᨭ⤥ࡉࢀࡿࠕຍ⟬ᨭ㔠ࠖࢆཷࡅࡓ
ࡀᘓタࡉࢀࠊẸ㛫㈤㈚ఫᏯࢆࡾୖࡆ࡚௬タఫᏯࡍࡿ
ࡢࡣ⣙  ୡᖏ࡛ࠊࡇࡢᕪࡢ⣙  ୡᖏ㸦యࡢ⣙
ᑐᛂ㸦ࡳ࡞ࡋ௬タఫᏯ㸧ࡶ᭱  ᡞࡀ౪⤥ࡉࢀࡓࠋ
㸲㸧ࡀఫᏯࢆࡲࡔᘓࡋ࡚࠸࡞࠸ୡᖏࡳࡽࢀࡿࠋ
 ௬タఫᏯ➼ࡢᛂᛴⓗ࡞౪⤥⥆࠸࡚ࠊᜏஂⓗ࡞ఫᏯࡢ
 ࡇࡢᮍᘓୡᖏᑐࡋ࡚ࠊఫࡲ࠸ࡢ⯆ᕤ⛬⾲ࡼࢀ
ᘓࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊ ᖺ  ᭶ࠕᐑᇛ┴⯆ఫᏯィ
ࡤࠊ⅏ᐖබႠఫᏯ⣙  ᡞࢆᘓタ㸦ᙜึィ⏬㸧ࠊ
⏬ࠖࢆ⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࡣࠊᚋᩚഛࡀᚲせ࡞ఫ
㜵㞟➼ࡢ㠃ᩚഛᴗࡼࡿᏯᆅࡋ࡚⣙  ᡞศࢆᩚ
Ꮿࢆ  ᡞࡋࡓୖ࡛ࠊࠕ⮬ຊᘓࡢᨭࠖࠕබ
ഛࡍࡿࡋ࡚࠾ࡾࠊṧࡿ⣙  ᡞࡀ⮬ᘓタࡸẸ㛫౪
ⓗఫᏯࡢ౪⤥ಁ㐍ࠖࡼࡾఫᏯ⯆ࢆ㐍ࡵࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⤥➼࡛ᩚഛࡉࢀࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦᪤ᡂ῭ࡢ⅏ᐖබႠ
⮬ຊᘓࡢᨭ࡛ࡣࠊ⿕⅏⪅⏕άᘓᨭ㔠ࡸ⅏ᐖ
ࡣࡌࡵ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫタࡅࡽࢀࡓࠕ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ
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ఫᏯࡸ㠃ᩚഛᴗᏯᆅࡶ࠶ࡾᩘᏐࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᴫ⟬㸧ࠋࡇ
࠺ᤊ࠼ࡿࠊఫᏯࡢᩚഛᚲせᡞᩘࡢ࠺ࡕබⓗᴗࢆ㝖ࡃ
ศࡘ࠸࡚ࡣࠊ⣙  ᡞࡢ࠺ࡕ⣙  ᡞࡀᘓタ῭
࡞ࡾࠊᘓ 㐍ᤖ ⋡ࡣ 㸣࠸࠺ィ⟬࡞ࡿࠋ
㸯㸱㸬⅏ᐖබႠఫᏯᩚഛࡢ⌧≧ㄢ㢟
 ᐑᇛ┴࡛ࡣ๓グࡢ㏻ࡾᕷ⏫ࡼࡿᩚഛࡀᇶᮏ࡛࠶ࡾࠊ
ྛᕷ⏫ࡀ⾜࠺ᘓពྥㄪᰝ➼ᇶ࡙࠸࡚౪⤥ᡞᩘࡀィ⏬
ࡉࢀࠊᆅ༊ูࡢᚲせᡞᩘࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ᩚഛྍ⬟࡞⏝ᆅ
ࢆ㑅ᐃࡋᘓ≀ࢆタィࡋ࡚ᕤࡀⓎὀࡉࢀࡿὶࢀ࡛࠶ࡿࠋ
 ౪⤥ᡞᩘࡣࠊ┴⯆ఫᏯィ⏬࡛  ᖺ  ᭶ᙜึࡢィ
 ᡞࡀ  ᖺ  ᭶ᨵᐃ∧࡛ࡣ  ᡞ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡼ࠺ࠊయቑ࠼࡚࠸ࡿࠋᙜึ⮬ຊᘓࢆணᐃࡋࡓ
ୡᖏࡀ㈨㔠➼ࡢၥ㢟࡛᩿ᛕࡋࡓࡾࠊពྥᮍᐃࡢୡᖏࡀᚋ
ࡽ㑅ᢥࡋࡓࡓࡵࡳࡽࢀࡿࡀࠊពྥㄪᰝࡢᗘᕼᮃᩘ
ࡀኚࢃࡿᩚഛᡞᩘࡀỴࡲࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊ ᖺ㡭ࡽࡣ
ࠕ௬⏦㎸ࠖ➼ࢆ⾜ࡗ࡚ᡞᩘࢆ☜ᐃࡉࡏࡿྲྀ⤌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ᐇ㝿ເ㞟ࡀጞࡲࡿࠊᕼᮃࡣฟࡋࡓࡀࡑ
ࡢᚋ⮬ຊᘓ➼ࢆ⾜࠸ᐇ㝿ࡣ⏦ࡋ㎸ࡲ࡞࠸ୡᖏࡶࡳࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊᡞᩘࡢ͆ࢬ͇ࣞࡢ᭱⤊ㄪᩚࡀㄢ㢟ࡉࢀࡿࠋ
 ពྥㄪᰝࡸ௬⏦㎸ࡢ⤖ᯝࢆࡳࡿࠊ⅏ᐖබႠఫᏯࡢධ
ᒃᕼᮃୡᖏࡣ㧗㱋⪅ࡀከࡃࠊ⏕άᏳࢆᢪ࠼ࡿ㧗㱋
༢㌟⪅ࡢྜࡶẚ㍑ⓗ㧗࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ㧗㱋ୡᖏࡀධᒃᚋ
Ᏻᚰࡋ࡚ᬽࡽࡏࡿࡼ࠺ࠊ⏕άᨭタࢆేタࡉࡏࡿࠊ
┦ࡢ⮬↛࡞ぢᏲࡾࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺タィ㓄៖ࡍࡿࠊ㧗
㱋⪅ࡀẼ㍍㞟ࡲࢀࡿࡼ࠺ᕤኵࡋ࡚㞟ᐊࢆࡘࡃࡿࠊ࡞
ࡢྲྀ⤌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓධᒃᚋࡢ⏕άᨭ࣭ㆤ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡸఫẸྠኈࡢຓࡅྜ࠸ࢆಁࡍࡓࡵࡢయไ
సࡾ➼ࡢࢯࣇࢺ㠃࡛ࡢᑐᛂࡶ᳨ウ࣭ᐇ㊶ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ
 ᩚഛࡉࢀࡓఫᏯࡢධᒃࡣ᭱ࡶ᪩࠸ࡶࡢ࡛  ᖺᗘึ
ࡵ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᡂ≀௳ࡣࡲࡔᑡ࡞࠸ࠋఫࡲ࠸ࡢ
⯆ᕤ⛬⾲ᇶ࡙ࡃྛᖺᗘᮎⅬ࡛ࡢ㐍ᤖ⋡ࢆ♧ࡋࡓࡢ
ࡀᅗ㸰ࡔࡀࠊ ᖺᗘᮎ㸻㟈⅏㸱ᖺᚋࡲ࡛ࡢᡂࡣィ
 ᡞ࡛ィ⏬ᡞᩘࡢ 㸣ࠊ ᖺᗘᮎ࡛ 㸣㐩ࡍࡿ
ぢ㎸ࡳࡔࡀࠊయᙜึணᐃࡼࡾࡶ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㐜ࢀࡢ
せᅉࡋ࡚ࡣࠊ⏝ᆅ☜ಖࡢᅔ㞴ࡉ㸦᪤ᡂᕷ⾤ᆅࡣὠἼ࡛
⿕⅏ࡋูᡤ࡛☜ಖ㸧ࠊᚋ㏙ࡍࡿ㠃ᩚഛᴗࡢ㐜ࢀ㸦ᩚഛᚋ
ࡢᏯᆅ⅏ᐖබႠఫᏯࢆᘓタ㸧ࠊ⮬యࡢேဨ㊊㸦ᘓ⠏
⫋ࡢ㊊⭾࡞ᴗົ㸧ࠊᕤዎ⣙ࡢ㐜ࢀ㸦㈨ᮦ࣭ேᮦ
㊊ࡸ౯᱁㧗㦐ࡼࡿධᮐㄪ➼㸧࡞ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
㸯㸲㸬㠃ᩚഛᴗࡼࡿᏯᆅᩚഛࡢ⌧≧ㄢ㢟
 㜵⅏㞟ᅋ⛣㌿ಁ㐍ᴗ࡛ࡣ㧗ྎࡢᒣᯘ➼ࢆษࡾ㛤࠸࡚
Ꮿᆅࢆ㐀ᡂࡍࡿᕤࡀࠊᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮ᴗ࡛ࡣᾐỈࡋࡓ
ᅵᆅࢆᔞୖࡆࡍࡿᕤࡀࡑࢀࡒࢀ⾜ࢃࢀࠊᏯᆅࡀᩚഛࡉ
ࢀࡓୖ࡛ᆅᶒ⪅➼ࡼࡾఫᏯࡀᘓタࡉࢀࡿὶࢀ࡞ࡿࠋ
 ⅏ᐖබႠఫᏯྠᵝ㐍ᤖ≧ἣࢆᅗ㸰࡛ࡳࡿࠊ㐀ᡂ
ࡀࡋࡓᏯᆅࡣ  ᖺᗘᮎ㸻㟈⅏㸲ᖺᚋࡢⅬ࡛ィ⏬
⥲ᩘࡢ 㸣࡛࠶ࡾࠊ⩣  ᖺᗘᮎ࡛ࡶ༙ᩘ㐣ࡂ࡞࠸ࠋ
ᏯᆅᘬΏᚋᘓ≀ࡀᘓタࡉࢀࡿࡢ࡛ఫᏯࡢධᒃࡣࡇࢀ
ࡼࡾ㐜ࡃ࡞ࡾࠊᘓࡲ࡛ࡣࡲࡔࡲࡔ㛫ࢆせࡍࡿࠋ
 㐜ࢀࡢせᅉࡋ࡚ࡣࠊ๓グࡢேဨ㊊࣭ዎ⣙㐜ࢀࡢ

ࠊ㛵ಀ⪅ࡢᶒㄪᩚ㸦㜵㞟࡛ࡣ⛣㌿ඛ㧗ྎࡢᡤ᭷⪅ࠊ
༊⏬ᩚ⌮࡛ࡣከᩘࡢᆅᶒ⪅㸧ࠊィ⏬⟇ᐃࡢᡭ㛫㸦ྜពࡢᙧ
ᡂࠊ᮲௳ኚࡼࡿぢ┤ࡋ➼㸧ࠊᕤ⮬యࡢ㞴ࡋࡉ㸦ከ㔞
ࡢᅵ◁ࡢษࡾฟࡋᇙࡵ❧࡚㸧࡞ࡀᣦࡉࢀࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺ᩚഛࡀ㐜ࢀࡿ୰࡛ࠊබⓗᴗࡼࡿᏯᆅࢆ
ᚅ࡚ࡎࠊ⮬ຊู࡛ᡤᅵᆅࢆ☜ಖࡋ࡚ఫᏯࢆᘓࡍࡿ
ୡᖏ࡞ࡶฟ࡚᮶࡚࠾ࡾࠊᴗ㏵୰࡛ࡢィ⏬ぢ┤ࡋࡀᚲ
せ࡞ࡿࠊᩚഛࡉࢀࡓࡀ⏝ࡉࢀࡿぢ㎸ࡳࡢⷧ࠸Ꮿ
ᆅࡢᢅ࠸࡞ࡀㄢ㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸳㸬ࡑࡢࡢఫᏯᘓࡢ⌧≧ㄢ㢟
 බⓗᴗࡢཧ⏬ពྥࢆ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ୡᖏࡣࠊඛᩚ
⌮ࡋࡓࡼ࠺⮬ຊ࡛ࡢᘓ㸦ᘓタ࣭㉎ධࡸ㈤㈚≀௳ࡢ
ධᒃ㸧ࢆ⾜࠺⪃࠼ࡽࢀࠊᨭไᗘࡢሗᥦ౪ࡸ┦ㄯ࣭
ຓゝ➼ࡼࡗ࡚ᘓࢆᚋᢲࡋࡍࡿྲྀ⤌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋఫᏯࢆồࡵࡿୡᖏࡣከ࠸ࡓࡵࠊ㉎ධ࣭㈤㈚ࡍࡿ≀
௳᥈ࡋࡣᅔ㞴࡞㠃ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓ⮬ຊ࡛ᘓタࡋࡼ࠺ࡶᕤ
ࣛࢵࢩ࡛ࣗᴗ⪅ࡢ☜ಖࡀ㞴ࡋ࠸≧ἣࡔࡶ࠸ࢃࢀࡿࠋ
୍᪉࡛ࠊ࠸ࡲࡔᘓࡢぢ㏻ࡋࡀࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ࠊᡭẁ
ࡀỴࡵࡽࢀ࡞࠸ୡᖏࡶ࠸ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊබⓗ
ᴗཧ⏬ࡍࡿ㈨᱁ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡀ⮬ຊᘓࡣ㞴ࡋ࠸ࠊ⤒῭
ⓗᅔ❓ࡋ࡚࠾ࡾ⅏ᐖබႠఫᏯࡢᐙ㈤ࡶᡶ࠼࡞࠸㸭ᡶ࠸
ࡓࡃ࡞࠸ࠊᚰ㌟ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠾ࡾ᳨ウุ࣭᩿ࡀฟ᮶࡞
࠸ࠊ࡞ࡀᐃࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ୡᖏࡣࠊఫᏯ⣔㒊
ᒁࡼࡿᘓಁ㐍ࡢྲྀ⤌ࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡛࠶ࡾࠊ⚟♴㒊
ᒁ➼ࡢ㐃ᦠࡼࡿಶูࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⏕άࡢ⥲ྜⓗ
࡞ຓࡀᚲせ࡞ࡿࠋ࠼ࡤྎᕷ࡛ࡣࠕ⿕⅏⪅⏕ά
ᘓࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖཬࡧࠕຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡼࡿࠊಶู
ᨭィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋ࡚ࡢక㉮ᆺࡢᨭࢆ⾜࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ⏕άᘓ
ᨭ㔠䛾
≧ἣ

ᇶ♏ᨭ㔠 㻝㻞㻥㻘㻣㻝㻢ୡᖏ
ຍ⟬ᨭ㔠 㻣㻢㻘㻟㻟㻣ୡᖏ

ᘓタ䞉㉎ධ ㈤㈚ఫᏯ
⿵ಟ

㻞㻟㻘㻢㻜㻜ୡᖏ 㻝㻞㻘㻝㻝㻠ୡᖏ 㻠㻜㻘㻢㻞㻟ୡᖏ
 ఫᏯᘓ
ఫᏯ䛾ᘓ䛜ᚲせ ⣙㻤㻥㻘㻜㻜㻜ୡᖏ
䠄ᮍᘓ䠅
᪤䛻ᘓ䞉ᘓ㏵୰
 䛾㐍ᤖ
⣙㻡㻠㻘㻜㻜㻜ୡᖏ
㻟㻡㻘㻣㻝㻠ୡᖏ
≧ἣ

⯆ఫᏯ
ఫᏯ䛾ᩚഛᚲせᡞᩘ ⣙㻣㻣㻘㻜㻜㻜ୡᖏ㻩ᡞ 㻔ィ⏬㻣㻞㻘㻜㻜㻜ᡞ㻕
 ィ⏬䠈 ⅏ᐖබႠఫᏯ
⮬ຊᘓ㻔ぢ㎸㻕
⮬ຊᘓ῭
ఫ䜎䛔䛾
⣙㻝㻡㻘㻜㻜㻜ᡞ
⣙㻟㻥㻘㻜㻜㻜ᡞ
⣙㻞㻟㻘㻜㻜㻜ᡞ
 ⯆
㠃ᩚഛᴗ䛻䜘䜛
䠄䛭䛾䛾
බⓗ
Ẹ㛫ఫᏯ➼⏝Ꮿᆅ ᘓタ䞉㛤Ⓨ䠅
ᕤ⛬⾲
ᴗศ
⣙㻝㻝㻘㻜㻜㻜ᡞ
⣙㻞㻤㻘㻜㻜㻜ᡞ

ᅗ㸯
ఫᏯ⯆ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡢ᥎ᐃ
 ᖺ  ᭶ᮎⅬ


94% 99%
100%

100%
79%
80%
82%
⅏ᐖබႠఫᏯ㻔ィ㻝㻡㻡㻞㻡ᡞ㻕
60%
42%
52%
40%
㠃ᩚഛᏯᆅ㻔ィ㻝㻜㻠㻝㻥ᡞ㻕

9%
20%
24%
0%

3%
0%
1%

2012ᖺᗘ 2013ᖺᗘ 2014ᖺᗘ 2015ᖺᗘ 2016ᖺᗘ 2017ᖺᗘ

ᅗ㸰 ఫᏯ⯆ಀࡿබⓗᴗࡢ㐍ᤖ≧ἣ
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㸰. ᬽࡽࡋఫࡲ࠸ࡢᘓ㹼⅏ᐖබႠఫᏯ࠾ࡅࡿ⚟♴㐃
ᦠࡢヨࡳ
㸰㸯㸬௬タఫᏯࡽ⅏ᐖබႠఫᏯ
㟈⅏ࡽ 4 ᖺࠋ⯆ࡣᬽࡽࡋఫࡲ࠸ࡢᘓࡢලయ
ⓗࡘᐇ㊶ⓗ࡞ẁ㝵㸦⏕ᮇ㸧ධࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ௬
タఫᏯᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿከࡃࡢ᪉ࠎࡣ⅏ᐖබႠఫᏯࡢධ
ᒃࠊࡶࡋࡃࡣ㧗ྎ➼ࡢ⛣㌿ࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿேࠎ࡛࠶ࡿࠋ
ࡼ࠺ࡸࡃࠊࡑࡢᩚഛࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿẁ㝵ධࡗࡓࡀࠊࡍ
࡚ࡢேࠎࡀ௬タఫᏯ➼ࢆ㏥ཤࡋࠊ᪂ࡓ࡞ᬽࡽࡋࡢࢫࢱ
࣮ࢺࡀษࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊࡲࡔࡲࡔ㛫ࡀࡿࠋ
㸰㸰㸬ேཱྀῶᑡᑡᏊ㧗㱋ࢆ࠼ࡿ⿕⅏ᆅ
ᅇࡢ⿕⅏ᆅࡣྎᕷࢆ㝖࠸࡚୰ᑠࡢᆅ᪉㒔ᕷࡶࡋࡃ
ࡣ⏫࣭㞟ⴠ࡛࠶ࡾࠊࡡ࡚ࡼࡾேཱྀῶᑡᑡᏊ㧗㱋ࡀ㐍
⾜ࡋ࡚࠸ࡓᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ㟈⅏ࡼࡾࠊࡉࡽࡑࡢ≧ἣࡣ
୍ᒙ㐍⾜ࡋࠊィࡢ㔪ࡀ୍Ẽ 5㹼10 ᖺ㐍ࢇࡔࠋ
㟈⅏ࡢ᭷↓ࢃࡽࡎࠊ㟈⅏௨๓ࡽࠊྛᆅᇦࡀᢪ
࠼ࡿேཱྀῶᑡ㧗㱋ࡢ≧ἣࠊࡃㆤࡸᨭࡢࣜࢫ
ࢡࡀቑࡍࡿ 75 ṓ௨ୖࡢቑຍࡑࡢᑗ᮶᥎ィண ࡣㆤ
ಖ㝤ࡢಖ㝤⪅࡛࠶ࡿ⮬యࠊࡘࡲࡾࡣఫẸࡁ࡞㈇ᢸ
࡞ࡿࡇࡣ᫂ࡽࡔࡗࡓࠋ⌮ࡸ⌮ᛕࡀඛ⾜ࡍࡿ୰࡛ࠊ
ᅜࡋ࡚ࡢ♫ಖ㞀ࡢ᪉ྥᛶࡸ⛯ไᗘࡢ⤌ࡳ࠾࠸࡚ࠊ
ࡑࡢ⌮ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡔࡅࡢ᪉⟇ࡀᢸಖࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ἣ
ࡣࠊ⚟♴࣭ㆤࡢศ㔝࠾࠸࡚㛢ሰ≧ἣࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸
ࡓࡇࡶᐇࡔࢁ࠺ࠋㄡࡶࡀㄢ㢟ࢆㄆ㆑ࡋࠊᚋࡢ≧ἣ
ࢆᠱᛕࡋ៧៖ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊࡑࡢලయⓗ࡞ゎỴ᪉ἲࡀ
ぢࡘࡽ࡞࠸ࡲࡲࠊ┠ࡢ๓࠶ࡿࣁ࣮ࢻࣝࢆᚲṚࠊࡦ
ࡓࡍࡽࡾ㉺࠼ࡿࡇࡋᡂࡍ⾡ࡀ࡞ࡗࡓࠋ
㸰㸱㸬㟈⅏⯆ࡢᐇຠⓗᨭࡢᵓ⠏㛵ࡍࡿ≉ูㄪᰝጤ
ဨ㹼ᒾᡭ࣭ᐑᇛᨭ᳨ウᑠጤဨ
ࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰ࠊ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢ
⯆ࠊ⏫࡙ࡃࡾࠊఫࡲ࠸࡙ࡃࡾ࠾࠸࡚ලయⓗࡘᐇ㊶
ⓗ࣭ᐇຠⓗ࡞㈉⊩ࢆ✚ᴟⓗᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ពᛮ⾲
᫂᪉㔪ࡀᡴࡕฟࡉࢀࠊ≉ูㄪᰝጤဨࡀ⤌⧊ࡉࢀࡓࠋ
㸰㸲㸬⚟♴㐃ᦠࡢබႠఫᏯࡢᩚഛ᳨ウ
ႚ⥭ࡢㄢ㢟ࡋ࡚ᐑᇛ┴༡୕㝣⏫࠾ࡅࡿබႠఫᏯࡢ
ᩚഛࡑࡢ୰࡛ࡢ⚟♴ࡢ㐃ᦠࡀᾋࡧୖࡀࡗࡓࠋ
⮬య㸦༡୕㝣⏫㸧ࡋ࡚ࡣࠊ⅏ᐖබႠࡢᩚഛ࠶ࡓ
ࡗ࡚㧗㱋⪅ࡀ㞟୰ࡋ࡚ධᒃࡍࡿᆅ༊ࡀ࠶ࡾࡑ࠺ࡔ࠸࠺
⌧≧ࠊࡲࡓᨭࡸㆤࢆᚲせࡍࡿ㸦࡞ࡿ㸧ᒙࡀ┦ᙜᩘ
࠸ࡿ࠸࠺ࡇࡶᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᚋ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ
≧ἣ༴ᶵឤࡶᢪ࠸࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࣁ࣮ࢻ㒊㛛㸦ఫᏯ
ᩚഛ㸧ࢯࣇࢺ㒊㛛㸦ಖ⚟♴㸧ࡢ㐃ᦠࡀ༑ศࢀࡎࠊ
ࡢࡼ࠺࡞බႠఫᏯࠊࡑࡇ㛵ࢃࡿᨭࡢᙧࢆసࢀࡤ
ࡼ࠸ࡢࠊࡑࡢᡭࡀࡾࡀࡘࡵ࡞࠸࡛࠸ࡓࠋఱࡼࡾࠊ
᫂☜࡞㈈※ࡢࡅࡀ࡞࠸୰࡛ࡣࠊఫᏯᩚഛࡣ㐍ࡵࡽࢀ
࡚ࡶࠊ⚟♴㛵ࢃࡿࢯࣇࢺࡢᩚഛࡣ㐍ࡵࡽࢀ࡞࠸࠸࠺
ࡁ࡞ㄢ㢟ࡶ࠶ࡿࠋ
┴㸦ᐑᇛ┴㸧ࡣࠊ┴ෆࡣྠᵝࡢㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡿᆅᇦࡣ
ከࡃ࠶ࡾࠊ᪂ࡋ࠸ࣔࢹࣝ࡞ࡿࡼ࠺࡞ఫᏯ⚟♴ࡢ㐃ᦠ
ࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ✚ᴟⓗᨭࡋࡓ࠸ࡀࠊ୍᪉࡛⮬

యࡀ㐍ࡵ࡞ࡅࢀࡤᡭࡀฟࡏ࡞࠸㒊ศ࡛ࡶ࠶ࡾࠊࡉࡽ⚟
♴࣭ㆤࡀ⤡ࡴ࡞ࡿ࡞࠾ࡉࡽ㞴ࡋࡃⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ᅜ㸦ཌປ┬㸧ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ⿕⅏ᆅࡢᚋࡢᬽࡽࡋࡢ
ᘓᑐࡋ࡚⚟♴ⓗどⅬࡽᨭࢆࡍࡿ⏝ពࡣ࠶ࡿࡀࠊ
ࡢࡼ࠺࡞ᨭࡀᚲせࠊලయⓗᥦ♧ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ᚲせ
ࡀ࠶ࡿࡇࠊࡲࡓᆅᇦ⚟♴ࡣ⮬యࡀయⓗ㐍ࡵࡿ
ࡁࡇ࡛࠶ࡾࠊ༠ຊࡢពḧࡣ࠶ࡗ࡚ࡶᑟࡍࡿࢃࡅࡣ
࠸࡞࠸࠸࠺ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
බႠఫᏯࡢィ⏬ᩚഛࢆཷクࡋ࡚࠸ࡿ 85 㒔ᕷィ⏬ᶵᵓ
ࡣࠊᅵᆅ⏝ࡢィ⏬ࡢ୰࡛ఱࡽࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡸࠊ᪂
ࡓ࡞ఫᏯࡢᙧࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡣฟ᮶ࡿࡀࠊཝࡋ࠸⯆ண
⟬ࡢ୰ࠊᐇ⌧ᛶࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ┤ࡄ࡛ࡶぢ┤ࡋࡀ㏕ࡽࢀ
ࡿ≧ἣ࠶ࡾࠊఱࡑࡢᐇ⌧ᛶࢆᢸಖࡍࡿࢫ࣮࣒࢟
ࡅࡀᚲせ࡞≧ἣ࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ≧ἣୗ࠾࠸࡚ࢱ࣑ࣥࢢⰋࡃ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫࡽ
ᨭࡢ༠ຊせㄳࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡍࡄࡉࡲලయⓗ࡞ᨭࡢయ
ไࡀ⤌ࡲࢀࡿࡇ࡞ࡾࠊ௨ୗࡢ᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡇ
࡞ࡿࠋᘓ⠏Ꮫᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊྛ❧ሙ࡛ࡢព
㆑࣭ㄆ㆑ࢆ⤫ྜࡍࡿᙺࠊఱࡀࠊ࡞ࡐᚲせ࡞ࡢࠊ▷
ᮇ࣭୰ᮇ࣭㛗ᮇⓗ࡞どⅬ❧ࡗ࡚♧ࡍࡇࠊࡲࡓࡑࡢ᰿
ᣐ⌮ㄽࢆ♧ࡍࡇࠊࡑࡋ࡚㈐௵ࢆᣢࡗ࡚༠ຊࢆࡍࡿయ
ไ࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸳㸬⚟♴ఫࡲ࠸ࡢ㐃ᦠࣔࢹࣝᩚഛ᳨ウ
 ࡉ࡚ࠊᅇࠊ༡୕㝣⏫タࡅࡽࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠕ⚟
♴ఫࡲ࠸ࡢ㐃ᦠࣔࢹࣝᩚഛ᳨ウࠖࡣᐑᇛ┴ࡢᅵᮌ㒊
㸦ఫᏯㄢ࣭⯆ఫᏯᩚഛㄢ㸧ಖ⚟♴㒊㸦♫⚟♴
ㄢ࣭㛗ᑑ♫ᨻ⟇ㄢ㸧ࡀ⋡ඛⓗࠊᑟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ
࡚ᐇ⌧ࡋࡓ᳨ウ࡛࠶ࡿࠋ┴⤌⧊ࡢ୰࡛ࡢᶓࡢ㐃ᦠࡀࡑ
ࡢ㍈࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇࠊᅜᅵ㏻┬ఫᏯᒁࡢ┤㎄ㄪ
ᰝࠊ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫࠊࡑࡋ࡚ UR 㒔ᕷᩚഛᶵᵓ➼ࡀ࠸㐃
ᦠ࣭༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࠊ⏫ࡢ⯆ᴗ᥎㐍ㄢࠊಖ⚟♴ㄢࠊ
ᘓタㄢ➼ࡢᢏ⾡ⓗຓゝࡸᥦゝ➼ࢆ⾜࠺ᙺࢆᢸ࠺ࡶࡢ
ࡋ࡚❧ࡕୖࡆࡽࢀࡓࠋ࠶ࡃࡲ࡛సᴗ᳨ウ㒊࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࡢ᳨ウ࡛ࠕ⚟♴ఫࡲ࠸ࡢ㐃ᦠࣔࢹࣝࡢᚲせᛶࠖࢆ
⏫ࡢࠕ⅏ᐖබႠఫᏯᩚഛ᳨ウࠖᥦゝࡋࠊ⌮ゎࢆᚓ࡚ࠊ
Ỵᐃࡋ࡚ࡶࡽ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡀ࠶ࡗ࡚ึࡵ࡚ලయⓗ
࡞ィ⏬࣭ᩚഛࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇࡀฟ᮶ࡿࠋࡋࡶࠊ
㛫ⓗࡣ࡞ࡾཝࡋ࠸୰࡛ࡢືࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ྠఫᏯᩚഛ᳨ウ࡛⏫ࡋ࡚⚟♴㐃ᦠࡢබႠఫᏯᩚഛ
ࢆ㐍ࡵࡿ࠸࠺Ỵᐃࡀࡉࢀࢀࡤࠊࡑࡢḟࡢẁ㝵ࡋ࡚ࠊ
ලయⓗᘓ⠏ィ⏬࡛ࡢᥦࡸࠊ⚟♴㐃ᦠࡋࡓఫࡲ࠸ࡢ
࠶ࡾ᪉ࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿᨭࡢ࠶ࡾ᪉࡞ࢆ᳨ウࡍࡿẁ㝵
⛣⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࡉࡽᘓ⠏Ꮫ࡛✚ࡋࡓ▱ぢ
ࢆά⏝ࡍࡿሙ㠃ࡣฟ࡚ࡃࡿࠋࡲࡎࡣࡑࡇࡲ࡛㐍ࡵࡽࢀࡿ
ࡀࡁ࡞㛵㛛࡛࠶ࡿࠋ
 ࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡿࡢࡣࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡿࡀࣁ࣮ࢻࠊࢯ
ࣇࢺࡶࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿ㈈※ࡢၥ㢟ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆ⥔ᣢ
ࡍࡿࡓࡵࡢᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ┦ᙜགྷ࡞ㄢ㢟࡛ࡣ࠶
ࡿࡀࠊࡔࡽࡇࡑࡇࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵྛ⤌⧊ࡀ㐃
ᦠࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ

－ 47 －

 㧗㱋⪅ࡢㆤ➼ࢧ࣮ࣅࢫࡣㆤಖ㝤࡛㐠⏝ࡉࢀࡿࡀࠊ
ࡑࡢಖ㝤⪅ࡣ⮬య࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࡑࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡢ
ᢸ࠸ᡭࡣẸ㛫ᴗ⪅࡛࠶ࡿࠋ㈈※࠶ࢃࡏ࡚ࠊࡢࡼ࠺
࡞ᨭࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆࠊࡢࡼ࠺࡞ᯟ⤌ࡳᙧ࡛ᥦ౪ࡍࡿ
ࡢࠊࡲࡓฟ᮶ࡿࡢࠊ㞴ࡋ࠸ㄢ㢟ࢆゎỴࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ
ඛࡣ㐍ࡵ࡞࠸ࠋྛ⤌⧊࣭㛵ಀ⪅ࡀ▱ᜨࢆฟࡋྜ࠸࡞ࡀ
ࡽࠊ㐍ࡵࡿࡇ࡞ࡿࠋ
㸰㸴㸬ᨭᐇ㊶ࡢලయ
᪥ᮏᘓ⠏Ꮫࡽࡣ➹⪅ࡢࠊఢᝆ㸦ᮾᏛ㸧ࠊᑠ
㔝⏣Ὀ᫂㸦ᮾᏛ㸧ࡀཧຍࡋ࡚㐍ࡵࡓࠋ2013 ᖺ⛅௨᮶ࠊ
5 ᅇࡢࠕࣔࢹࣝᩚഛ᳨ウࠖࡢ㛤ദ㸦༡୕㝣⏫㸧࠾ࡼࡧࠊ
10 ᅇ௨ୖࢃࡓࡿࢥ࣓ࣥࣂ࣮ࡼࡿ᳨ウ㆟ࢆ㔜ࡡ࡞
ࡀࡽࠊᙜヱ⏫ࡢఫᏯᆅࡢᑗ᮶ேཱྀࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢᐇ
ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡀᚲせ࡞ࡿᒃఫ⪅ീ࣭ᩘࡢᢕᥱࡑࡢ୰
࡛ࡢᚲせ࡞ࡿఫᏯࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢᢕᥱࠊィ⏬࠶ࡓࡗ࡚
ཧ⪃ࡍࡁࡸ⪃࠼᪉ࡢᥦ♧ࠊཌ⏕ປാ┬ࡢᢸᙜ⪅
ࢆᣍ࠸࡚ࡢሗ㞟ሗඹ᭷ࡢᑟࠊࠕఫᏯࡢᆺࠖ㸦ࣁ
࣮ࢻ㸧ࡢᥦᚲせ࡞ࡿࢧ࣮ࣅࢫ㸦ࢯࣇࢺ㸧ࡢᥦ♧ࠊ
ィ⏬࠾ࡅࡿఫᡞィ⏬࣭ఫᲷ㓄⨨ィ⏬࠾ࡅࡿຓゝࢆ
⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
 ࡉࡽ⏫ࡢᡴࡕྜࢃࡏࢆ㔜ࡡࠊ⏫ࡢ᳨ウㄢ㢟㸦ぢᏲ
ࡾάືࡢ⥅⥆ࠊ⚟♴࣮ࣔࣝࠊ⚟♴ᆺබႠఫᏯ㸧ࠊ⚟♴௬タ
ఫᏯධᒃ⪅➼ᨭࢆᚲせࡍࡿఫẸࡢᢕᥱ≧ἣࠊࡉࡽ
⅏ᐖබႠఫᏯධᒃ⪅ᵓᡂࡢᐃࠊఫᏯࢱࣉ㸦ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸᣦྥᆺࠊᏳᚰඹ᭷ᆺࠊᅾᏯㆤᑐᛂᆺࠊඹຓᶵ⬟ᙉ
ᆺ㸧ࡢᥦࠊఫᏯࢱࣉධᒃ⪅⏕άീࡢᑗ᮶ᐃࠊ
⚟♴࣮ࣔࣝࡢ࣓࣮ࢪᥦ♧࡞ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢ᳨ウ༠㆟ࢆ⤒࡚ࠊ᭱⤊ⓗ⏫ࡣࠊ㧗㱋⪅➼
㓄៖ࡋࡓぢᏲࡾࡸࡍ࠸ఫᏯ㸦ࣜࣅࣥࢢࢡࢭࢫᆺ㸧ࢆ
᳨ウࡍࡿ࠸࠺⤖ㄽ⮳ࡾࠊᚋᘓタࡍࡿఫᡞ㌴᳔
Ꮚᑐᛂࡢࣉࣛࣥࢆᑟධࡍࡿࡇࡶ࡞ࡗࡓࠋ௨㝆ࠊලయ
ⓗ࡞ࣉ᳨ࣛࣥウࡘ࠸࡚ࡶ UR ࡢຓゝࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ㐍ࡵ
࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
⚟♴㐃ᦠࡣࣁ࣮ࢻࢯࣇࢺ୧㠃ࡽࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿ
ࡇࡀᚲせ࡞ࡿࡀࠊࡲࡎࡣఫᏯࣁ࣮ࢻࡋ࡚ࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࠊฟ᮶ࡿࡇࢆ㝈ࡽࢀࡓไ⣙᮲௳ࡢ୰࡛

ᅗ㸱 ྛ⤌⧊ࡢ㐃ᦠ᳨ウ⤒⦋㸦ᅜ⥲◊⡿㔝సᡂ㸧

ྍ⬟࡞㝈ࡾᐇ㊶࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊຓゝ࣭ࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ᚋࡣࢯࣇࢺࡢ㐃ᦠࢆᴗ⪅࣭⏫㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ༠㆟
ࡋ࡚࠸ࡃẁ㝵࡞ࡿࠋከࡃࡢ㧗㱋⪅ࡀ⛣ࡾఫࡴ࡛࠶ࢁ࠺
බႠఫᏯ࡛࠶ࡿࠋఫࡲ࠸ࡶᏳᚰࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡞⤌ࡳᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵᘬࡁ⥆ࡁᨭࡋ࡚࠸ࡁࡓ
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表１
市町村

人口
（H27,1.1）

宮城県各自治体と災害公営住宅

人口
（H23.3.1）

東日本大震災での被害状況
(H27.1.31)
死者

仙台市
石巻市
気仙沼市
名取市
岩沼市

1,073,926
146,666
66,100
76,208
43,977

1,046,737
160,394
73,154
73,603
44,160

915
3,542
1,211
952
186

東松島市
亘理町
山元町
七ヶ浜町
女川町
南三陸町

39,779
33,279
12,662
18,878
6,825
13,761

42,840
34,795
16,608
20,353
9,932
17,378

1,129
283
699
79
613
620

5,515
2,389
2,217
674
2,924
3,143

事務所、筆者らが所属する名取市にキャンパスのある坂

災害公営住宅
(H27.1.31)

住家
全壊
30,034
20,036
8,483
2,801
736

のメンバーを支援する形で、県内の都市コンサルタント

半壊
109,609
13,045
2,571
1,129
1,606
5,559
1,150
1,085
649
349
178

3,179戸
4,000戸
2,155戸
716戸
210戸

工事完了戸数
進捗率
783戸
24.6%
296戸
7.4%
75戸
3.5%
0戸
44戸
21.0%

1010戸
477戸
480戸
212戸
918戸
738戸

321戸
180戸
182戸
0戸
225戸
104戸

計画戸数

口大洋、祝亜弥（以上仙台高等専門学校）+仙台高等専
門学校坂口研究室、野崎隆一（神戸まちづくり研究所）
他のメンバーが適宜関わっている。
名取市は、閖上地区以外に高柳地区 100 戸、下増田地

31.80%
37.90%
37.90%
24.5%
14.1%

区 100 戸が同様に整備される予定であり、先行して下増
田地区 100 戸が平成 26 年度～27 年度に入居予定となっ
ている。閖上地区では戸建て住宅、集合住宅合わせて

現地再建を決定した。しかしながら、地区内の居住者の

524 戸の災害公営住宅が計画されている。この戸数は、

合意形成が十分でなかったこと、再建希望者の調査精度

地区再建戸数全体の約 70％に上る。同時に他地域の災

が甘かったことなどがあり、行政が提示する計画案に対

害公営住宅同様に入居希望者の約 40％近くが高齢者を

して地域住民からの不満が提示された。

含む世帯とされている。

また、地区の将来像を議論する協議会や団体が複数設
立し、地域全体の意見集約が困難になったことも、計画
策定の遅れの要因なった。加えて、まちづくり協議会に

戸建住宅

民間住宅

おける議論経験が乏しかったことで協議会運営が安定し

34％

31％

なかったことも影響していると思われる。更にこのよう

集合住宅

な複数のステークフォルダーが存在することで、専門家

35％

の有効な支援が機能しなかったこともいえる。
３-５．現地再建の計画変更からまちづくり協議会の設
図６

立

閖上地区再建戸数

図７閖上地区災害公営住宅
モデル

これらの経緯を経て、名取市は宮城県の指導なども受
けながら、当初計画の約 5000 人から見込みから大幅に

東日本大震災の災害公営住宅において、阪神淡路大震

計画人口及び事業規模を少なくし、約 57ha、2076 人災

災時の災害公営住宅の在り方に加えて、必要な観点は、

害公営住宅 524 戸として、事業を再始動させた。

津波対策、長期化する移行期間、将来的に予想される過

これまでの課題を踏まえて、再建希望の住民主体とな

疎化・少子高齢化への対応である。加えて、被災地域の

った閖上地区まちづくり協議会を 2014 年 5 月に設立し、

特に小規模自治体では、発災以前に公営住宅そのものの

地区内の将来像の議論と検討を再開した。議論及び検討

計画の見直しなどを行っていた自治体も多く、公営住宅

の進め方も、協議会の世話役、行政、有識者と積極的な

管理の新たな計画策定の見直しを求められている。

連携を図り、スタディ模型、CG などを活用し検討課題

特に大規模な戸建ての災害公営住宅の管理の方法につ

を具体化させ、道路、公園、災害公営住宅、集会所、地

いては、未知数の部分が多く今後の重要な検討課題であ

区内に整備予定の小中一貫校に対する議論と協議会とし

る。また、地区内に整備予定の小中一貫校においても地

ての提案作成を進めている。

域の防災教育の積極的な連携を目指している。

３-６．閖上地区まちづくり協議会における実践プロセ

３-７．まとめ

ス

震災復興における地区の再建には、様々なレベルでの
ここでは主に災害公営住宅の検討を軸に、まちづくり

協議会における提案作成の経緯を捉える。

合意形成と民意調達の具体的な支援が求められる。
その中で、まちづくり協議会を主体とした事業の進め方

平成 26 年 5 月に設立された閖上地区まちづくり協議

は、有効な手法の一つである。しかしながら、地域内の

会は、週一回ペースで各種懸案事項に関する市役所内部

問題は複雑な状況を呈しており、それらを常に可視化し

で議論を行っている。これまでの課題を踏まえ、議論の

共有する場を設定することが重要である。

過程を HP で全て公開するとともに、協議会通信を発行

高橋祐紀

している。提案を整理する段階では、キャラバンと称し

関する研究

仮設住宅団地を回り、協議会に足を運ばない住民の声を
拾う努力を行いつつある。協議会には地域住民の世話役
1 東北工業大学
2 国土交通省 国土技術政策総合研究所
3 仙台高等専門学校

姥浦道生：震災復興計画における住民組織の形成とその機能に
宮城県名取市閖上地区を事例として

都市計画学会論文報告
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ABSTRACT:
This paper is activity report of Housing Production Working Group of Iwate and Miyagi Support Examination Sub Committee
in Architectural Institute of Japan (AIJ). Chapter1 summarizes the wooden emergency temporary housing supplied the local
small engineering firm of Miharu-machi. Chapter 2 summarizes the movement of the local model revival housing system in
Iwate and Miyagi. Chapter 3 arranges the points to utilize the local house production system in the huge earthquake disaster
revival from the result of one or two chapters.
ࡣࡌࡵ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫタࡅࡽࢀࡓࠕ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿᐇຠⓗᨭࡢᵓ⠏㛵ࡍࡿ≉ูㄪ
ᰝጤဨࠖࡢ୰ࡢᒾᡭ࣭ᐑᇛᨭ᳨ウᑠጤဨఫᏯ⏕⏘
WG ࡛ࡢάືࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ
⅏ᐖࡣ⅏ᐖࢆཷࡅࡓேࠎࡣ㑊㞴ᡤ࡛ࡋࡤࡽࡃ⏕ά
ࡍࡿࠊࡑࡢᚋ௬タఫᏯ࡛㐣ࡈࡋࠊ᭱⤊ⓗࡣ⅏ᐖබႠఫ
Ꮿࡸ⮬ຊᘓタ࡛ࡢఫᏯධᒃࡍࡿࠋᅇࡢ㟈⅏࡛ࡣࡇࢀ

⣙ 10,000 ᡞࡘ࠸࡚ࡣࠊࣉࣞ༠ෆࡢ⤌⧊࡛࠶ࡿఫᏯ㒊
➼ࢆྵࡵࡓከᵝ࡞య࡛ࠊࡑࢀ௨እࡘ࠸࡚ࡣ㸦♫㸧᪥
ᮏࢶ࣮ࣂࣇ࢛࣮ᘓ⠏༠ࠊ㸦♫㸧᪥ᮏᮌ㐀ఫᏯ⏘ᴗ༠ࠊ
㸦♫㸧ᅜ୰ᑠᘓ⠏ᕤᴗᅋయ㐃ྜࠊ㍺ධఫᏯ⏘ᴗ༠
㆟ࡢဨᴗࡢ୍㒊ࡶཧ⏬ࡋࠊࠕᗈ⩏ࡢఫᏯ㒊ࠖࡀ
⨨࡙ࡅࡽࢀࠊᛂᛴఫᏯࢆᘓタࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ୰
࡛ࠊ1970 ᖺ௦௨㝆ᘓタࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠊᮌ㐀ࡼࡿᛂᛴ
௬タఫᏯࡢᘓタࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

ࡽ୍㐃ࡢᛂᛴ௬タఫᏯࢆྵࡴ⅏ᐖබႠఫᏯࠊ⮬ຊᘓタ
࠾࠸࡚ࠊᆅᇦࡢఫᏯ⏕⏘యไࢆά⏝ࡋࡓάືࡀぢࡽࢀࡿࠋ
➨ 1 ❶࡛ࡣ⚟ᓥ┴ࢆ୰ᚰ✚ᴟⓗ౪⤥ࡉࢀࡓᮌ㐀ᛂ
ᛴ௬タఫᏯࡢࡋ࡚ࠊ⚟ᓥ┴୕⏫ࡢᆅඖᑠつᶍᕤົ
ᗑࡼࡿᘓタࢆᴫᣓࡍࡿࠋ➨ 2 ❶࡛ࡣᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ
┴࠾ࡅࡿᆅᇦᆺ⯆ఫᏯࡢືࡁࢆᴫᣓࡍࡿࠋ➨ 3 ❶࡛
ࡣ 1ࠊ2 ❶ࡢ⤖ᯝࡽࠊ㟈⅏⯆࠾ࡅࡿᆅᇦࡢఫᏯ⏕⏘
యไࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ࣏ࣥࢺࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ
㸯㸬ᆅᇦࡢఫᏯ⏕⏘యไࢆά⏝ࡋࡓᮌ㐀ᛂᛴ௬タఫᏯࡢ
ᘓタ
㸯㸯㸬ᛂᛴ௬タఫᏯࡢᘓタᡞᩘ
ᅇࡢ୍㐃ࡢᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿᆅ㟈⿕ᐖᑐᛂࡋࠊ
ᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠋⲈᇛ┴ࠊ༓ⴥ┴ࠊᰣᮌ┴ࠊ㛗
㔝┴࠾࠸࡚ࠊ931 ᆅ༊ 53,537 ᡞཬࡪᛂᛴ௬タఫᏯࡀ
ᘓタࡉࢀࡓࠋ ≉⿕ᐖࡢࡁࡗࡓᮾ୕┴࠾࠸࡚
ࡣࠊ53,222 ᡞࡶཬࡪ㔞ࡢᛂᛴ௬タఫᏯࡀᘓタࡉࢀࡓࠋ
㸯㸰㸬ᮌ㐀ᛂᛴ௬タఫᏯᘓタࡢ⤒⦋
 3 ᭶ 14 ᪥Ⅼ࡛ࠊ⿕⅏୕┴㸦ᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ
┴㸧ࡽᛂᛴ௬タఫᏯࡢ౪⤥㛵ࡍࡿṇᘧせㄳࡀ࡞ࡉࢀࠊ
ᅜᅵ㏻⮧ࡽ㸦♫㸧ఫᏯ⏕⏘ᅋయ㐃ྜᑐࡋࠊᴫ
ࡡ㸰ࣨ᭶࡛⣙ 30,000 ᡞࡢᛂᛴ௬タఫᏯࢆ౪⤥ࡍࡿ᪨ࡢせ
ㄳࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡇࡢẁ㝵࡛ࠊ㜰⚄ῐ㊰㟈⅏௨㝆ᛂᛴ௬
タఫᏯࡢ୰ᚰⓗ࡞౪⤥య࡛࠶ࡗࡓつ᱁ᘓ⠏㒊ࡢࡳ࡛
ࡢ౪⤥ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇࡀㄆ㆑ࡉࢀࠊ⣙ 30,000 ᡞࡢ࠺ࡕࠊ

ᅗ1

┴ෆᴗ㐃ᦠࡼࡿࠕࡩࡃࡋࡲࡢᐙࠖఫᏯᘓᐙ
࡙ࡃࡾࡢ࣓࣮ࢪ㸦సᡂ㸸⚟ᓥ┴ᅵᮌ㒊㸧

㸯㸱㸬୕⏫࠾ࡅࡿᮌ㐀ᛂᛴ௬タఫᏯᘓタࡢ⤒⦋
⚟ᓥ┴୕⏫ࡣ⚟ᓥ┴ࡢ୰㏻ࡾᆅᇦ㸦ෆ㝣㒊㸧⨨
ࡋࠊ㟈⅏ࡸὠἼࡼࡿ⿕ᐖࡣ㍍ᚤ࡛࠶ࡾࠊ⏫Ẹ࡛ᛂᛴ௬
タఫᏯࢆᚲせࡍࡿ⿕⅏⪅ࡣ࠸࡞ࡗࡓࡀࠊ⚟ᓥ➨୍ཎ
ᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᨾࢆཷࡅࠊᐩᒸ⏫ࠊⴱᑿᮧࡽ⣙ 770 ୡ
ᖏࡀ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ JIA ᮾᨭ㒊⚟ᓥᆅᇦࡢဨ
ࡀ⚟ᓥ┴ࡢබເࢆཷࡅࠊ୕⏫ධᮐ㢪࠸ࢆᥦฟࡋ࡚࠸
ࡿᘓ⠏ᴗ⪅ 9 ♫ࡢ࠺ࡕ 5 ♫ࡀཧຍࢆ⾲᫂ࡋࠊࠕ୕⏫⯆
ఫᏯࡘࡃࡿࠖࢆ⤖ᡂࡋࠊᛂເࡋࡓࠋ4 ᭶ 22 ᪥ࠕ⚟ᓥ┴
௬タఫᏯೃ⿵⪅Ỵᐃ㏻▱ࠖࢆཷࡅࠊ୕⏫ෆ㸲ᡤ 100
ᡞศࡢⓎὀࢆཷࡅࠊ7 ᭶ᮎࡲ࡛ᘓタࡋᘬࡁΏࡋࡓࠋ
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㸯㸲㸬ᮌ㐀ᛂᛴ௬タఫᏯࡢ≉ᚩ
▷ᮇ㛫ప౯᱁࡛ࠊ㉁ࡢⰋ࠸௬タఫᏯࢆᮌ㐀࡛ᘓタࡍ
ࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞タィࠊᕤୖࡢᕤኵࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ձㄡ࡛ࡶྍ⬟࡛ࠊᕤ⢭ᗘࡢࡤࡽࡘࡁࡢ࡞࠸ᵓᕤἲ
͌ ୍⯡ࡢᆅ᪉ࡢᑠつᶍᕤົᗑࡸᕤࡀᘓタࡍࡿࡇ
ࢆ⪃៖ࡋࠊᅾ᮶㍈⤌ᕤἲࡋ࡚࠸ࡿࠋ
͌

ᕤ⢭ᗘࢆ⪃࠼ࠊ᪂┬࢚ࢿᇶ‽‽ࡌࡓእᙇࡾ᩿
⇕እቨ㏻Ẽᕤἲࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ

͌

እ㒊ᘓලࡣ࣌࢞ࣛࢫࡢᶞ⬡ࢧࢵࢩࠊᒇ᰿ࡣᢡᯈ
࡛ኳ᩿⇕ࡋࠊᑠᒇẼཱྀࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

͌

ᑠつᶍᕤົᗑ࡛ࡣᯇᮺᡴࡕᶵࡀ↓ࡃࠊ࠼ࡗ࡚
㛫ࡀࡿุ᩿ࡉࢀࡿࡇࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡶ
⏕㦵ᮦࡋ࡚⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ࣓ࢵࢩ

┿ 2 ෆࡣ↓ᇈᮡᯈᙇࡾࠊྎᡤࡢࡳ⇞ࢡࣟࢫᙇࡾ

ࣗ➽ධࡾࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡓᇶ♏ࡋࡓࠋ
ղࣔࢪ࣮ࣗࣝ
͌ ࣉࣛࣥࡣᇶᮏⓗ⏣ࡢᏐᆺࡋ 1.5㹼2 㛫ࡢࣔࢪ
࣮ࣗࣝࢆᅗࡾࠊᮦᑍࡢ⤫୍ࢆᅗࡗࡓࠋ
͌

㸯㸳㸬ᮌ㐀ᛂᛴ௬タఫᏯᘓタࡢᕤ⛬
͌ ᩜᆅࡢⱝᖸࡢࣞ࣋ࣝㄪᩚ 1 㐌㛫
͌

ᩚࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺὶࡋ㎸ࡳᖹᇶ♏ᕤᚋࠊࢥࣥࢡ

Ⅼࡽࠊᵓ㐀ᮦ㸦ᰕࠊᱱࠊᅵྎ㸧ࡣ୍࡚⯡ὶ

࣮ࣜࢺ㣴⏕ࡋ࡚ 10 ᪥㛫

㏻ࡋ࡚࠸ࡿ 4 ᑍゅࡢᮡᮦ㸦ࣉࣞ࢝ࢵࢺᮦ㸧ࡋࡓࠋ

͌

ճᛌ㐺࡞✵㛫ࡢᕤኵ
͌ ෆእࡶᮡᯈᙇࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
͌

ᆅᴗࠊ㜵‵ࢩ࣮ࢺᩜ㎸ࡳࠊ࣓ࢵࢩࣗ➽ࡢࣞ࣋ࣝㄪ

ࡇࡢ⤖ᯝࠊࡲࡓ㈨ᮦㄪ㐩ࡸရ㉁⟶⌮ࡢᐜ᫆ᛶࡢほ

ᅵྎࠊᰕࠊᱱࠊ᱆ࠊ➽ࢆᘓ࡚㎸ࡳࠊᢡᯈᒇ᰿ࢆ
ⵌࡃࡢ 2 ᪥⛬ᗘ

ධᒃ⪅ࡣࣃ࣮ࢺ࡞ࡢᒃఫ⤒㦂ࡀ↓࠸ࡓࡵࠊ
㏻ᖖࡢ㐃Ჷᘧࡢᛂᛴ௬タఫᏯ࡛ࡣ㞄ࡢ㡢ࡀẼ࡞
ࡿ࡞ࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿࡓࡵࠊᡞᘓᙧᘧࡋࡓࠋ

͌

ᇶ♏ࢆᡴࡗࡓࡇࡼࡾࠊᐊෆ⋞㛵ᅵ㛫ࡀ☜ಖ
࡛ࡁࠊᐊෆ㠐ࡀ࠾ࡅࡿ⎔ቃࡀ࡛ࡁࡓࠋ

࣭ ࣜࣅࣥࢢࢆᤲฟࡋ❆ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ⋞㛵ࢆ
ྥ࠸ྜࢃࡏ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇࢁ࡛ࡶࠊヰ➼
ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸᙧᡂࡀᅗࡽࢀࡸࡍ࠸ࠋ

ᅗ2

▴ィᅗ

┿ 1 ୕⏫ࡢᮌ㐀ᛂᛴ௬タఫᏯ
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2LDK࣭40 ੍࣭ධࡾࢱࣉ

㸯㸴㸬ᮌ㐀ᛂᛴ௬タఫᏯᘓタᕤ㈝ప౯᱁ࡢᡭἲ
ᪧ୰㒓ᑠᏛᰯᛂᛴ௬タఫᏯᘓタᕤ࡛ࡣࠊ⥲ᕤ㈝ࡣ
19 ᡞ࡛ 1 ൨ 758.6 ࠊᡞᙜࡓࡾᘓタ㈝ࡣ 566.2 ࡛࠶
ࡗࡓࠋෆヂࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
͌ ᮏయᕤ 19 ᡞ࡛ 5,772 㸦20 ੍ࢱࣉ㸸188
㸭ᡞࠊ30 ੍ࢱࣉ㸸288 㸭ᡞࠊ40 ੍ࢱ
ࣉ 463 㸭ᡞ㸧
͌

ᮏయ㏣ຍᕤ 19 ᡞ࡛ 1,795.5 㸦ᗋୗ㜵‵ࣇ
࣒ࣝࠊ⋞㛵ᡭࡍࡾྲྀࡾࡅࠊ⤥Ỉ⟶ࣄ࣮ࢱ࣮⥺
ᕳࠊ᩿⇕ᕤࠊ࢚ࢥࣥタ⨨ࠊ✚㞷ᕤࠊኳ⤖

┿ 3

㟢ᑐ⟇ࣇ࣒ࣝᙇࡾࠊࢀ⦕タ⨨ࠊ㢼㝖ᐊ➼㸧

ᵓ㐀ᮦࡣ࡚ 4 ᑍゅࡢᮡᮦࠊᇶ♏ࡣ࣓ࢵࢩࣗ➽
ධࡾࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡓᇶ♏⌧ሙᡴࡕ

͌

እᵓᕤ 3,191.1 㸦እ㒊↷࣭᫂ᘬࡁ㎸ࡳᕤ
ࠊᒇእ⤥Ỉタഛࠊࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫタ⨨ᕤࠊ㥔

͌

ࡑࡢᚋᮌᕤ⤊ࡲ࡛ࠊ᩿⇕ᕤࡶྵࡵ 1 Ჷẖ

㌴ሙᩚഛࠊࣇ࢙ࣥࢫタ⨨ࠊࢦ࣑㞟✚ᡤᕤࠊ┳ᯈ

ᕤ 1 ேࡀᢸᙜࡋ࡚ 2㹼3 㐌㛫ࠋ࡞࠾タഛࠊࢧࢵ

ᕤࠊࢫࣇࣝࢺ⯒ࠊ㞵ỈỈฎ⌮ᕤࠊබ

ࢩᕤ➼ࡣࠊᮌᕤࡢ㐍ᤖྜࢃࡏᕤࡋࡓࠋ

ᅬᶞᮌ⛣᳜ࠊඹྠࣥࢸࢼᕤࠊ⤥Ỉᮏ㤋᥋⥆ࠊ

௨ୖࠊయࡢᕤᮇࡋ࡚ࡣ 40 ᪥㛫⛬ᗘせࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍
⯡ࣉࣞࣁࣈࡣ 30 ᪥㛫ࡄࡽ࠸࡛ᡂࡍࡿࡀࠊᅇࡢሙྜ
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㣴⏕ᚲせ࡞ 10 ᪥㛫ศ㛗ࡃࡗࡓࡇ
࡞ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ୕⏫ࡢሙྜཎⓎᨾࡢ㑊㞴⪅࡛ࠊ
㛗ᮇࡀணࡉࢀࠋ⌧ᅾᘓタࠊධᒃᚋ 4 ᖺ㏆ࡃࡓࡘࡀࠊ
ᯇᮺࡣ㐪࠸ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᇶ♏ࡢࡓࡵ⌧ᅾ࡛ࡶࡲࡗࡓࡃ
ၥ㢟࡞ࡃ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᕤ᪥⛬

 㐌┠

ίᵴタ⨨➼㸧
ᅇࡢᕤࡣࠊ5 ♫ࡢᕤົᗑࡀ㞟ࡲࡗࡓ JV ࡛ᐇࡋࡓ
ࡀࠊ୍⯡ⓗࡣࡑࢀࡒࢀࡢᕤົᗑࡣࡑࢀࡒࢀࡢ᪥㡭ࡢ
ࡁྜ࠸ࡀ࠶ࡾࠊඹྠ㉎ධࡣ࡞࡞ᐇ⌧ࡋࡃ࠸ࠋࡋ
ࡋ࡞ࡀࡽࠊప౯᱁ࡀồࡵࡽࢀࡿᅇࡢᕤ࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࣉࣞ࢝ࢵࢺᮦࡢ㉎ධࠊᅵᮌᕤ୍ᘧࠊᇶ♏ᕤ୍ᘧࠊ㐀
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ᅵྎࠊᰕࠊᱱࠊ
ᮌᕤ

ࣉࣛ࢝ࢵࢺᮦ‽ഛ

᱆ࠊ➽࠸ᘓ㎸ࠊ

ᮌᕤ 

 

ᒇ᰿ 

ᕤᕤ⛬

ᒇ᰿ᕤ

ᒇ᰿ᮦ‽ഛ

ᘓල࣭࢞ࣛࢫᕤ

ᘓල➼‽ഛ

ࢱࣝᕤ

ᘓ⠏ࡢ❧

ᒇ᰿ⵌࡁ 
 

 

 

 

ᘓලᕤ 

 

ෆࡣࠊᗋࠊቨࠊኳ➼ࡍ࡚↓ᇈᮦࡢࡓࡵࠊᕤ࡛⾜࠸ࠊࢱࣝᕤ↓ࡋ

ᕥᐁᕤ

ෆࡣࠊᗋࠊቨࠊኳ➼ࡍ࡚↓ᇈᮦࡢࡓࡵࠊᕤ࡛⾜࠸ࠊᕥᐁᕤ↓ࡋ

ሬᕤ

ෆࡣࠊᗋࠊቨࠊኳ➼ࡍ࡚↓ᇈᮦࡢࡓࡵࠊᕤ࡛⾜࠸ࠊሬᕤ↓ࡋ

ෆᕤ

ෆࡣࠊᗋࠊቨࠊኳ➼ࡍ࡚↓ᇈᮦࡢࡓࡵࠊᕤ࡛⾜࠸ࠊෆᕤ↓ࡋ

㞧ᕤ

 

 

㟁Ẽタഛᕤ

 

㓄⟶ᕤ 

 

㟁Ẽタഛᕤ 

 

⤥Ỉ⾨⏕ᕤ

 

㓄⟶ᕤ 

 

⤥Ỉ⾨⏕ᕤ 

 

࢞ࢫᕤ

 

㓄⟶ᕤ 

እᵓᕤ

 

 

 

 

 

እᵓᕤ

 

 

 

 

 

᳨ᰝ

ᅗ4

ᕤ⛬ᴫ␎ᅗ
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࢞ࢫᕤ 

㞧ᕤ 

 

୍ᘧࡘ࡚ࡣඹྠࡋ࡚ྠࡌᴗ⪅Ⓨὀࡋࡓࠋ㟁Ẽࠊ⤥
Ỉ⾨⏕ࠊ࢞ࢫ㛵ࡋ࡚ࡣࠊྛ♫ࡢୗ⫋ぢ✚ࡶࡾࢆ
ࡾࠊప౯᱁ࡢᴗ⪅୍ᣓࡋ࡚Ⓨὀࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᕤົᗑ
㛵ಀࡢ࠶ࡿୗ⫋ࡀ⣡ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࠊඹྠࡋ࡚ྠ
ࡌᴗ⪅Ⓨὀࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࡓࠋࡑࡢࠊ⣽࠸ࡶࡢࡣ
ྛ♫࡛ୗ⫋Ⓨὀࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸬⿕⅏ᆅ࠾ࡅࡿᆅᇦᆺ⯆ఫᏯࡢືࡁ
㸰㸯㸬ᮾ 3 ┴࠾ࡅࡿᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ᥎㐍ࡢὶࢀ
⿕⅏ 3 ┴࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ᥎㐍༠㆟ࡀ
タ❧ࡉࢀ㸦ᒾᡭ┴㸸2012 ᖺ 2 ᭶ 2 ᪥ࠊᐑᇛ┴㸸2012 ᖺ 2
᭶ 9 ᪥ࠊ⚟ᓥ┴ 2012 ᖺ 2 ᭶ 14 ᪥㸧
ࠊᆅᇦᆺ⯆ఫᏯࡢ୰
ᚰⓗᢸ࠸ᡭ࡞ࡿఫᏯ⏕⏘⪅ࢢ࣮ࣝࣉࡢⓏ㘓ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⚟ᓥ┴࡛ࡣࠊࠕࠗࡩࡃࡋࡲࡢᐙ࠘⯆ఫᏯ౪⤥ࢩࢫࢸ࣒
ࣉ࣏࣮ࣟࢨࣝࠖࢆᐇࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢືࡁᖹ⾜ࡋ࡚ 2012 ᖺᗘࡽᅜᅵ㏻┬࡛ࡣࠊ
ᆅᇦ࠾ࡅࡿᮌ㐀ఫᏯ⏕⏘యไᙉᴗ㸦ᆅᇦᆺఫᏯࣈ
ࣛࣥࢻᴗ㸧ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡣࠊᆅᇦᕤົᗑ➼ࡇࢀࡽࢆྲྀࡾᕳࡃ㛵㐃ᴗ
⪅㸦ᆅᇦᮦ➼㈨ᮦ౪⤥ࡽタィ࣭ᕤࡲ࡛㸧ࡀ⥭ᐦ࡞㐃
ᦠయไࢆᵓ⠏ࡋࠊᆅᇦ㈨※ࢆά⏝ࡋ࡚ᆅᇦࡢẼೃ࣭㢼ᅵ
࠶ࡗࡓⰋ㉁࡛≉ᚩⓗ࡞ࠕᆅᇦᆺఫᏯࠖࡢ౪⤥ྲྀࡾ⤌
ࡴࡇࢆᨭࡍࡿࡇࢆࡑࡢ┠ⓗࡋ࡚࠾ࡾࠊ≉ᮾ 3
┴࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡿࡇࡼࡾࠊᆅᇦ
࠾ࡅࡿᮌ㐀ఫᏯ⏕⏘࣭⥔ᣢ⟶⌮యไࡢᙉࢆᅗࡾࠊᆅᇦ
⤒῭ࡢάᛶཬࡧᣢ⥆ⓗⓎᒎࠊᆅᇦࡢఫᩥࡢ⥅ᢎཬࡧ
⾤୪ࡳࡢ⥔ᣢ࣭ಖࠊඹᮌᮦ⮬⤥⋡ࡢྥୖࡼࡿ᳃
ᯘ࣭ᯘᴗࡢ⏕➼ᐤࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᅗ5

㸰㸰㸬㎿㏿࡞ᮌ㐀⅏ᐖබႠఫᏯᘓタࡢࡓࡵࡢ᳨ウ
ࡇࢀࡽ୍㐃ࡢάືࡼࡗ࡚ࠊᮌ㐀⅏ᐖබႠఫᏯࠊ࠾ࡼ
ࡧᆅᇦᆺ⯆ఫᏯᘓタࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣ࡛ࡁࡓࡀࠊ≉ᅇ
ࡢ⿕⅏ࡣ㧗ྎ⛣㌿ࢆక࠺ࡇࡶ࠶ࡾࠊᘓタࡣࡇࢀࡽ࡛
࠶ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽ⏕⏘⪅ࢢ࣮ࣝࣉࡢ⌧≧ࢆ㚷ࡳࡿࠊ
ᐇ㝿Ⓨὀ࡞ࡗ࡚ࡶ⤖ᒁࡣࡤࡽࡤࡽ 1 ㌺ࡎࡘᘓタࡍ
ࡿࡇ࡞ࡾࡡ࡞࠸ࠋࡲࡓྛබඹᅋయ࡛ࡣᑗ᮶ࡢ⅏ᐖ
බႠఫᏯࡢ✵ࡁᐙᑐ⟇ࡢᑐᛂࡶ⌧ᅾࡽồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᘓ⠏◊✲ᡤఫᏯ࣭㒔ᕷ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣࠊᇶ
┙◊✲ࠕ⿕⅏⪅ࡢᒃఫࡢᏳᐃ☜ಖࡢࡓࡵࡢᛂᛴ࣭⯆ఫ
Ꮿࡢ㟂⤥ᵓ㐀㛵ࡍࡿ◊✲㸦ᖹᡂ 24㹼25 ᖺᗘ㸧ࠖࡢ୰࡛ࠊ
ඛࡢ⚟ᓥ┴୕⏫ࡢᮌ㐀ᛂᛴ௬タఫᏯᘓタࡢ⤒㦂ࢆ⏕
ࡋࠊ㎿㏿ࠊࡘప౯᱁࡛ࠊࡋࡶⰋ㉁࡞ᒃఫ⎔ቃࢆᣢ
ࡕ࡞ࡀࡽ 10 ᖺ⛬ᗘࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨ୖࡢᮇ㛫ά⏝࡛ࡁࡿ
୰ᮇ⏝ᆺࡢ⅏ᐖබႠఫᏯࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
10 ᖺࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨ୖࡢᮇ㛫ᒃఫࡍࡿࡓࡵࡣࠊᑠ
つᶍ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊබႠఫᏯᇶ‽ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ‶ࡓࡍࡇࠊ
㧗㱋⪅ࡀከ࠸ࡇࡀᐃࡉࢀࡿࡓࡵࣂࣜࣇ࣮ࣜ㓄៖
ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓᆅඖࡢᕤࠊᕤົᗑࡀㄡ࡛
ࡶ▷ᮇ㛫ᘓタྍ⬟࡞ࡋࡼ࠺࡛࠶ࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࡣࠊ≉Ṧ࡞ᮦᩱࠊ〇ရ➼ࡣ⏝ࡏࡎࠊఏ⤫㍈
⤌ᕤἲࢆ᥇⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢁ࡛ࠊᅇࡢ⿕⅏ᆅᇦࡣ⁺ᴗࠊ㎰ᴗࢆ⏕ᴗࡍࡿ
ᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊ័ࢀぶࡋࢇࡔఫᏯࡍࡿࡇࠊࡍ࡞ࢃࡕࡑ
ࡢᆅᇦᛶࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᆅᇦ࡛ࡣ⏣ࡢᏐᆺࣉࣛࣥ
ゝࢃࢀࡿẸᐙࡢᣢࡘ≉ᚩࢆᣢࡘఫᏯࡀᘓタࡉࢀࡿሙྜࡀ
ከ࠸ࠋࡇࡢࣉࣛࣥࡣ 2 㛫ࣔࢪ࣮࡛ࣗࣝฟ᮶࡚࠾ࡾࠊ㞀Ꮚ

ᑠつᶍ⅏ᐖබႠఫᏯ㸦㸧 66 ੍ ᶆ‽ᘓタ㈝ 900 ྎ

－ 54 －

〼࡞࡛ษࡽࢀᗯୗࡸẼᐦᛶࡢ㧗࠸ಶᐊ࡞ࡀ࡞ࡃࠊ
ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢඹ㏻ࡸࠊࡑࢀᑐᛂࡋࡓࣉࣞ࢝ࢵࢺࡸ
㈨ᮦࡢඹ㏻ࡀᅗࡾࡸࡍࡃࠊప౯᱁ࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿࠋࡲ
ࡓ᩿⇕ࠊẼᐦᛶ⬟ࢆఫᏯࡋ࡚☜ಖࡍࡿࡇ࡛ࠊྛ㒊ᒇ
ࡢ

ᗘᕪࢆᢚ࠼ࡿࡇࡀྍ⬟࡛ࠊ㧗㱋⪅➼ࡢᗣࡶᐤ

࡛ࡁࡿࠋ

ᘓᨭ㔠ࢆཷ⤥ࡋࡓୡᖏ㈍ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡾࠊ2013
ᖺ 10 ᭶ 1 ᪥㹼2013 ᖺ 10 ᭶ 31 ᪥ࡲ࡛ࡢணᐃ࡛ᕼᮃ⪅ࢆເ
㞟ࡋࠊ2013 ᖺ 11 ᭶ 7 ᢳ㑅ࢆᐇࡋࠊ㈍ࡉࢀࡓࠋ౯
᱁ࡣ A Ჷ 1,722 ࠊB Ჷ 2,426 ࠊC Ჷ 2,168 ࡛ࠊ
ᅵᆅࡶ 1 ᆤ࠶ࡓࡾ 5  6,100 㸦Ꮿᆅ㠃✚ࡣ⣙ 100 ᆤ㸧࡛
࠶ࡿࠋ

௨ୖࢆ⪃៖ࡋࠊ22 㛫ࡢ✵㛫ࢆ 4 ࡘ㓄⨨ࡋࡓ 44 㛫ࡢ
✵㛫ࡢ༡ഃ 1 㛫ࡢୗᒇࢆࡅࠊࡑࡇࢆᅵ㛫⋞㛵ᗈ⦕
ࡋࡓ 66 ੍㸦20 ᆤ㸧࡛ 2 㒊ᒇࡢ⥆ࡁ㛫ࢆᣢࡘᖹᒇࡢᮌ㐀
ᡞᘓ࡚ఫᏯࡢタィࠊࡑࡢ✚⟬ࢆ⾜ࡗࡓࠋప౯᱁ࢆᅗ
ࡿࡓࡵࠊᵝ௨ୗࡢࡶࡢࡋࡓࠋ
͌እቨࡣ㔠ᒓࢧࢹࣥࢢᙇࡾ
͌ෆࡣቨ࡛ࠊ࣋ࢽࣖᯈࣅࢽ࣮ࣝࢡࣟࢫᙇࡾ
͌タഛࡣ୍⯡ⓗᐑᇛ┴ࡢබႠఫᏯ࡛⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ
᩿͌⇕ࡣࢢࣛࢫ࣮࢘ࣝࡼࡿሸ᩿⇕
͌ᒇ᰿ࡣ㔠ᒓᒇ᰿࡛ࢢࣛࢫ࣮࢘ࣝࡼࡿኳ᩿⇕
ࡓࡔࡋࠊఫᏯࡢᛶ⬟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺ᢸಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
͌ఫᏯᛶ⬟ࡣࠊ㛗ᮇඃⰋఫᏯ‽ࡌ࡚࠸ࡿࠋ

┿ 4

͌Ẽᐦࢩ࣮ࢺᙇࡾࡋ࡚࠾ࡾࠊFF ᬮᡣჾ 1 ྎ࡛Ꮨࡢᬮ

ఫ⏣ᆺ⯆ࣔࢹࣝఫᏯ㸦ࣝࢭࢵࢻᘓ⠏◊✲ᡤ
ᥦ౪㸧

ᡣࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
͌㌴᳔Ꮚ࡛ࡢ⏕άᑐᛂ࡛ࡁࡿࣉࣛࣥ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
✚⟬ࡣᖹᡂ 24 ᖺᐑᇛ┴ࡀసᡂࡋࡓᮌ㐀බႠఫᏯࡢ✚
⟬ᇶ‽ࡢ༢౯ࡼࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝᶆ‽ᘓタ㈝ࡣ 900
ྎ࡞ࡗࡓࠋ
㸰㸱㸬ᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴࠾ࡅࡿᆅᇦᆺᮌ㐀⯆ఫᏯࠊ࠾
ࡼࡧᮌ㐀⅏ᐖබႠఫᏯࡢᘓタࡢヨࡳ
ᒾᡭ┴㐲㔝ᕷ࡛ࡣࠊᆅᇦఫᏯィ⏬ࢆ᥎㐍ࡍࡿ୰࡛ࠊ⥅
⥆ⓗᮌ㐀ࡢᕷႠఫᏯࡢᘓタࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࣀ࢘ࣁ
࢘ࢆ⏕ࡋࠊᕷෆࡢ⯆ఫᏯᘓタࡢᨭඹࠊἢᓊ㒊
ࡢ⿕⅏ᆅࡢᨭࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㔩▼ᕷࠊᵔ⏫ࠊ㐲㔝ᕷࡢᮌ㐀ఫᏯ㛵ࢃࡿᴗ⪅ 54
♫ࡽ࡞ࡿୖ㛢ఀᆅᇦ⯆ఫᏯ༠㆟࡛ࡣࠊ㐲㔝ᕷ࡛ࣉ
┿ 5 ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯࣔࢹࣝࣁ࢘ࢫࠕ㯮࠸ᐙࠖ㸦ᰴᘧ
ࣞ࢝ࢵࢺࡋࡓᮌᮦࢆ࠺ࡇ࡛ᕤᮇࢆᢲࡉ࠼ࡿඹࠊ
♫ࢭࣥࢣ࣮࣒࣮࣒࣮ࣥ࣍࣍࣌ࢪࡼࡾ㸧
ࢫࢣࣝࢺ࣭ࣥࣥࣇࣝࡢⓎࢆྲྀࡾධࢀࠊࣉࣛࣥࢆ࠶
ࡿ⛬ᗘఫࡴேࡼࡗ࡚ኚ᭦ࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࡿఫᏯࢆᥦ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢫࢡ࣒ࣛࡳ࠸ఫᏯࡢ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡼࡿ
ࠊ6 ࢱࣉࡢᇶᮏࣉࣛࣥࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⣙ 50 ੍
ࡽ 100 ੍ࡲ࡛ࡢつᶍ࡛ࠊ㝵ᩘࡸࡑࡢᵝࡢ㐪࠸ࡼࡗ࡚ࠊ
824 ࡽ 2,122 ࡲ࡛ࡢᘓタ౯᱁ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓᒾᡭ┴ఫ⏣⏫࡛ࡶᆅᇦ⤒῭ࡢάᛶ㞠⏝ฟࠊ
ᮌᮦ⯆᳃ᯘ࣭ᯘᴗࡢ⏕ࢆ┠ⓗࠕఫ⏣ᆺ⯆ࣔࢹ
ࣝఫᏯࠖࡀᘓタࡉࢀࡓࠋࣔࢹࣝఫᏯࡣࠊA Ჷ㸸ᖹᒇ 2LDK
㸦ᘏᗋ㠃✚ 77.84 ੍㸧
ࠊB Ჷ㸸2 㝵ᘓ࡚ 5LDK㸦ᘏᗋ㠃
✚ 132.49 ੍㸧ࠊC Ჷ㸸2 㝵ᘓ࡚ 4LDK㸦ᘏᗋ㠃✚ 120.90
੍㸧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᘓタࡣࠊẼᗈᇦ⎔ቃᮍ᮶㒔ᕷ
᥎㐍ඹྠᴗయࡀᨭࡋࠊᆅᇦᮦࡢ౪⤥ࡽタィࠊᕤ
┿  ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯࣔࢹࣝࣁ࢘ࢫࠕⓑࡢᐙࠖ㸦ᰴᘧ
⮳ࡿẼ⟶ෆࡢ㛵㐃ᴗ⪅࡛ᵓᡂࡋࡓఫ⏣ᆺᆅᇦఫᏯ⏕
♫ࢭࣥࢣ࣮࣒࣮࣒࣮ࣥ࣍࣍࣌ࢪࡼࡾ㸧
⏘⪅ࢢ࣮ࣝࣉࡀ༠ຊࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢࣔࢹࣝఫᏯࡣᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛⿕⅏⪅⏕ά

－ 55 －

ࡇࢀࡽ୍㐃ࡢᆅᇦᆺ⯆ఫᏯࡣࠊ⚟ᓥ┴୕⏫ࡢᮌ㐀
ᛂᛴ௬タఫᏯぢࡽࢀࡿࣔࢪ࣮ࣗࣝࠊ༢⣧࡞⏣ࡢᏐᆺ
ࣉࣛࣥࡢ᥇⏝ࠊᘓ⠏◊✲ᡤ᳨࡛ウࡉࢀࡓෆᐜࡰ୍
⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ JIA ᮾᨭ㒊ᐑᇛᆅᇦࡢタィࠊᆅ
ᇦఫᏯ⏕⏘⪅ࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿ᪂ᐑᇛࡢᐙ࡙ࡃࡾ༠ࡢ
ᕤࡼࡿࠕ㯮࠸ᐙ ⓑࡢᐙࠖ㢟ࡋࡓࣔࢹࣝࣁ࢘ࢫࡀᐑ
ᇛ┴ᒾᕷ࡛ᡂࡋࡓࠋࡇࢀࡶᆅᇦࡢᕤົᗑࣔࢪ࣮ࣗ
ࣝࠊ༢⣧࡞ࣉࣛࣥྲྀࡾ⤌ࢇࡔ࡛ࠊ㯮࠸ᐙࡣ➨ 2 ᙎ
ࡋ࡚ྎᕷ࡛ࠊ44 ㌺ពぢࡢୗᒇࢆࡅࠊࡑࡇᅵ
㛫✵㛫ࢆタࡅࡿඹࠊഴᩳᒇ᰿ࡢ✵㛫ࢆ⏝ࡋ࡚ࣟࣇ
ࢺࢆྲྀࡾࠊᗋ㠃✚ 24 ᆤࡢఫᏯࢆ 1,200 ࡛ᐇ₇ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡉࡽࡇࡢ㯮ࡢᐙࢆ㐍ࡉࡏࠊ2015 ᖺ 2 ᭶ᒾᕷ
࠾࠸࡚ࠊᒾᕷ⋢ᾆす㸦B-1㸧ᆅ༊⅏ᐖබႠఫᏯࡀᡂ
ࡋࡓࠋ
㸱㸬㟈⅏⯆࠾ࡅࡿᆅᇦࡢఫᏯ⏕⏘యไࢆά⏝ࡍࡿࡓ
ࡵࡢ࣏ࣥࢺ
௨ୗࠊⓎ⅏ᚋᆅᇦࡢఫᏯ⏕⏘యไࢆά⏝ࡋࡓᆅᇦᆺ
⯆ఫᏯᘓタ᥎㐍ࡢࡓࡵᚲせ࡞ࡿ᮲௳ࠊ⪃࠼᪉ࢆᩚ
⌮ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
͌ᆅᇦࡢᕤࡢㄡࡶࡀ࡛ࡁࡿᵓᕤἲࠊࡍ࡞ࢃࡕᡃࡀᅜ
ࡢከࡃࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣఏ⤫ⓗ㍈⤌ᕤἲࡼࡿࠋ

┿  ᒾᕷ⋢ᾆす㸦B-1㸧ᆅ༊ᮌ㐀⅏ᐖබႠఫᏯ

ཧ⪃ࡋࡓ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

*
*
*
*
*

http://www.hukkoujuutaku.sakura.ne.jp/
http://www.hukkoujutaku.com/
http://fukushima-hukkoujuutaku.org/
http://www.jhf.go.jp/files/100479672.pdf
⚟ᓥ┴࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
㸦http://www.pref.fukushima.jp/kenchiku/data
/shido/min/fukusimanoie/fukuie6.html㸧
ᆅᇦᆺఫᏯࣈࣛࣥࢻᴗホ౯ົᒁ࣮࣒࣍࣌
࣮ࢪ㸦http://www.chiiki-brd.jp/㸧
ࠕⓑࡢᐙࠖ
ࠊࠕ㯮ࡢᐙࠖࠊᆅᇦఫᏯィ⏬᥎㐍༠㆟
ࡀദࡍࡿ➨ 8 ᅇᆅᇦఫᏯィ⏬㈹ࢆཷ㈹ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᆅᇦఫᏯィ⏬᥎㐍༠㆟ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
㸦http://www3.fctv.ne.jp/~teabreak/2013toyota
mx3/130925.pdf㸧
http://www.japic.org/report/pdf/
national_strategygroup26.pdf
JIA ᮾᨭ㒊ᐑᇛᆅᇦ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
㸦http://jia.sblo.jp/category/2082401-1.html㸧ࠊ
ࡲࡓࡣᰴᘧ♫ࢭࣥࢣ࣮࣒࣮࣒࣮ࣥ࣍࣍࣌ࢪ
㸦http://senkenhome.jp/work/blackwhite.html
㸧

͌࡞ࡿࡃࢥࣥࣃࢡࢺ࡛༢⣧࡞ࢹࢸ࣮࡛ࣝࡘࡃࡿࠋ
ࡇࢀࡼࡾึᮇᢞ㈨ࡢ㍍ῶᛶ⬟ࡢ☜ಖࠊ┬࢚ࢿ
ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
͌࡞ࡿࡃࣔࢪ࣮ࣗࣝࡋࠊ࠶ࡲࡾከࡃࡢ㒊ᒇࢆࡘࡃ
ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀࡼࡾቨࡸᘓලࡀῶࡾࠊࡉࡽࡣ㒊ᮦ

*
*

ࡢඹ㏻ࡀᅗࢀࠊప౯᱁ࡀᅗࢀࡿࠋ
͌ᮌᮦ➼ࡢᮦᩱࡶࠊᩘ㔞ရ㉁ࡢ☜ಖࠊ࠾ࡼࡧ㊊
ࡢᛴ࡞㈙࠸ධࢀࡢほⅬࡽࠊᆅඖ࡛⏝ពࡋࡸࡍ࠸ᮦ
ᩱ࡛ᘓタࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
͌ᐙ᪘ࡢேᩘࡀከ࠸ࡁࡣࠊഴᩳᒇ᰿ࡢ✵㛫ࢆ⏝ࡋ
ࡓࣟࣇࢺ㢼ࡢ 2 㝵ࡸୗᒇ࡞࡛ቑᗋࡋࠊึᮇᢞ㈨ࢆ

*
*

㍍ῶࡍࡿࠋ
͌ᑗ᮶ࡢᐙ᪘ࡢቑῶᑐࡋ࡚ࡣࠊୖグࡢ 2 㝵ࡸ㒊ᒇࢆ
ษࡿ࡞࡛ᑐᛂࡍࡿࠋ
͌ࡇࡢࡼ࠺⪃࠼ࡓࡶࡢࡣࠊ⥲ᘏᗋ㠃✚ࡀᑠࡉࡃࠊ
ᐊෆྛಶᐊ㛫ࡢẼᐦᛶࡀప࠸ࡓࡵࠊᐙࡢእ࿘ࢆ᩿⇕

㸦ᇳ➹ᒾ⏣ྖᢸᙜ㸧

ᮦࠊẼᐦࢩ࣮ࢺ➼࡛ᅖࡳࠊ༑ศ࡞᩿⇕ࠊẼᐦࢆᅗࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊᏘಶᐊ㛫ࡸᾎᐊࠊࢺ
ࣞ࡞ࡢ

ᗘᕪࡀᢚ࠼ࡽࢀࠊᗣⓗ࡞ఫᏯ࡞ࡿࠋ

͌㐲㔝ᕷࠊఫ⏣⏫ࠊ୕⏫࡞࡛ࡣࠊ1980 ᖺ௦ࡽᆅ
ඖࡢᮌࠊᆅඖࡢᕤࡼࡿఫࡲ࠸࡙ࡃࡾࠊ࠸ࢃࡺࡿ
ᆅᇦఫᏯィ⏬ࢆ᥎ࡋ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋᅇࡢ୕⏫ࡢ㈨
ᮦࡢඹྠ㉎ධࡸࠊ㎿㏿࡞ᘓタࡣࠊࡇࡢఏ⤫㏣࠺
ࡇࢁࡀࡁ࠸ࠋ≉ᆅ᪉㒊࠾࠸࡚ࡣࠊ⅏ᐖࡢ
㎿㏿࡞ᑐᛂࡢࡓࡵࠊ᪥ᖖⓗ࡞ᆅᇦᆺఫᏯᬑཬࡢάື
ࡀᚲせྍḞ࡛࠶ࡿࠋ

1 ⊂❧⾜ᨻἲேᘓ⠏◊✲ᡤ
2 ᮾᕤᴗᏛ

1 Building Research Institute
2 Tohoku Institute of Technology
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ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿ⿕⅏ᘓ⠏≀ᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃ
㸦ᘓ⠏ኈࡢάື㸧
4XLFNLQVSHFWLRQRIGDPDJHGEXLOGLQJVIURPWKH*UHDW(DVW-DSDQ(DUWKTXDNH
$FWLYLW\RI$UFKLWHFW
୍⯡♫ᅋἲேᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈ ◁㔠㝯ኵ
0L\DJLVRFLHW\RIDUFKLWHFWV 
EXLOGLQJHQJLQHHUV7DNDR,VDJR
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸯㸪ᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃ 4XLFNLQVSHFWLRQRIGDPDJHGEXLOGLQJV   ࣮࣮࢟࣡ࢻ㸰㸪ᐇ ([DPSOH
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸱㸪㟈๓‽ഛ SUHSDUDWLRQEHIRUHHDUWKTXDNH  ࣮࣮࢟࣡ࢻ㸲㸪άືሗ࿌ $FWLYLW\UHSRUW
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸳㸪ࡇࢀࡽ )XWXUHV\VWHP 

ABSTRACT: :HSHUIRUPHGDTXLFNLQVSHFWLRQRIGDPDJHGEXLOGLQJVIURP
WKH*UHDW(DVW-DSDQ(DUWKTXDNH WKH7RKRNX&KLKR7DLKHL\R2NL(DUWKTXDNH 
7KHIROORZLQJLVLWVFRQWHQWV

4XLFNLQVSHFWLRQRIGDPDJHGEXLOGLQJVV\VWHP
([DPSOHRI4XLFNLQVSHFWLRQRIGDPDJHGEXLOGLQJV
$GYDQFHSUHSDUDWLRQRI0L\DJLVRFLHW\RI$UFKLWHFWV
$FWLYLW\UHSRUW

1.

⿕⅏ᘓ⠏≀ᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃไᗘุᐃኈ

ุᐃᐇࡢỴᐃࡣࠊᕷ⏫ᮧ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࡀᙜヱ༊
 ⿕⅏ᘓ⠏≀ᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃࡣࠊᆅ㟈➼ࡢつᶍ⅏
ᇦෆ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓᆅ㟈࡛ᘓ⠏≀ࡀ⿕⅏ࡋࠊุᐃᐇࡢ
ᐖ࡛⿕ᐖࢆཷࡅࡓᘓ⠏≀ࡀࠊࡑࡢᚋࡢవ㟈➼ࡼࡾ
ᚲせࡀ࠶ࡿุ᩿ࡋࡓሙྜࠊ┴ᨭࢆồࡵࠊ┴ࡣ
ಽቯࡸᒇ᰿㒊ᮦཬࡧእቨ㒊ᮦ➼ࡢⴠୗ➼ࡢ༴㝤ᛶ
ᘓ⠏ኈཬࡧ㛵㐃ᅋయࢆ㏻ࡋุ࡚ᐃኈࡢ༠ຊせ
ࢆ㏿ࡸุᐃࡋࠊఫẸᑐࡋ⿕⅏ᘓ⠏≀ࡢ⏝
ㄳࠊᚲせ࡞ேဨࡢ☜ಖດࡵࡿࡇࡋࡓࠋ
࠶ࡓࡗ࡚ࡢ༴㝤ᛶࡢሗࢆᥦ౪ࡋ࡚ࠊḟ⅏ᐖࢆ㜵
ࡲࡓࠊᨭせㄳࢆ⾜࠺⿕⅏ᆅ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㸦ᕷ⏫
Ṇࡍࡿࡇࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ᮧ㸧ࡣࠊ⌧ᆅᨭᮏ㒊ࡢタႠ㈨ᶵᮦࡢ‽ഛࠊุᐃ

༊ᇦࡢ☜ᐃ࠶ࡓࡿࠋ
ᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃไᗘࡣࠊ ᖺࠕ㜰⚄ῐ㊰㟈
⅏࡛ࠖࡢᐇ≧ࢆࡶ  ᖺไᗘࡀⓎ㊊ࡋࡓࠋ   ᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈ࡛ࡣࠊุᐃኈࡢᚲ㡲᮲௳ࡀᘓ⠏ኈ
࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᘓ⠏ኈࡢ♫ⓗ㈉⊩ุ᩿ࡋࠊ
ᐑᇛ┴࡛ࡣ㏆࠸ᑗ᮶᮶ࡿࡁᐑᇛ┴Ἀᆅ㟈ഛ
✚ᴟⓗ༠ຊࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
࠼࡚ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠕᐑᇛ┴⿕⅏ᘓ⠏≀ᛂᛴ༴
ᐑᇛ┴࡛ࡣࠊ ᖺ  ᖺࠊ ᖺᒁᆅⓗ
㝤ᗘุᐃせ⥘ࠖࡀไᐃࡉࢀࡓࠋ
࡞ෆ㝣ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࠊᨭせㄳࡢ࠶ࡗࡓᕷ⏫࡛⿕⅏ᘓ
ࡲࡓࠊ๓グせ⥘ᇶ࡙ࡁࠊᐑᇛ┴ࠊ┴ෆ  ᕷ⏫
⠏≀ᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮧ㸦⌧  ᕷ⏫ᮧ㸧ࠊᘓ⠏ኈࠊᘓ⠏ኈົᡤ༠ࡢ
࣓ࣥࣂ࣮࡛ᵓᡂࡍࡿࠕᐑᇛ┴⿕⅏ᘓ⠏≀ᛂᛴ༴㝤ᗘ
ุᐃ༠㆟ࠖࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ุᐃࡢᐇయࡣᕷ⏫ᮧ࡛࠶ࡾࠊ┴ࡀᕷ⏫ᮧࢆᨭ
ࡋ࡚ᘓ⠏㛵㐃ᅋయඹࠊᐇࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋᕷ⏫ᮧࡣࠕᕷ⏫ᮧ⿕⅏ᘓ⠏≀ᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃ
せ⥘ࠖࢆ⟇ᐃཬࡧᐇᮏ㒊ࡢయไᩚഛࢆ⾜࠺ࡉࢀ
ࡓࠋ
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2.

ᐑᇛ┴࠾ࡅࡿᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃࡢᐇ
 ุᐃ⤖ᯝ             ༢㸸Ჷ

 ไᗘⓎ㊊ᚋᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡲ࡛ᐇࡋࡓᛂᛴุ
ᐃࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

⏫ྡ

࠙㨣㤳⩌Ⓨᆅ㟈ࠚ
 ࡇࡢᆅ㟈ࡣูྡࠕ⛅⏣࣭ᐑᇛ┴ቃᆅ㟈ࠖ࠸࠺ࠋ
ᐑᇛ┴⛅⏣┴ࡢ┴ቃ㒊ศ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓᆅ㟈࡛ࠊ⌧ᅾ
ࡢᓮᕷ㬆Ꮚ Ἠ㨣㤳ᆅ༊⿕ᐖࡀ㞟୰ࡋࠊ Ჷ
ࡢఫᐙ⿕ᐖࡀ࡛ࡓࠋ≉ࠊἑἢ࠸ࡢᓴࡸഴᩳᆅ➼࡛
ࡁ࡞⿕ᐖࡀฟࡓࠋ
ᛂᛴุᐃࡣࠊไᗘⓎ㊊ᚋᡃࡀᅜึࡢᐇ࡛ࠊᐑ
ᇛ┴⫋ဨᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈᓮᨭ㒊ဨ࡛ᐇࡋ
ࡓࡀࠊึࡵ࡚ࡢయ㦂࡛ᡭ᥈ࡾ≧ែ࡛ࡢุᐃᴗົ࡛࠶
ࡗࡓࠋ
㈇യ⪅  ேࠊᘓ≀⿕ᐖ  Ჷ
 ᆅ㟈Ⓨ⏕᪥  
ᆅ㟈ࡢつᶍ  
 ᛂᛴุᐃᐇ᪥
 ᐇ⮬య  
 ὴ㐵ࢫࢱࢵࣇ 

 ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
0 㟈ᗘ 
 ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥
㬆Ꮚ⏫㸦⌧ᓮᕷ㸧
ᐑᇛ┴ᅵᮌ㒊
㸦♫㸧ᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈ

࠙ᐑᇛ┴㒊㐃⥆ᆅ㟈ࠚ 
 ᭶  ᪥ࡢ୍᪥㛫ࠊ㟈ᗘ㸴ᙅࢆ㉺࠼ࡿᆅ㟈ࡀ
㸱ᅇࢆグ㘓ࡋࡓ㐃⥆ᆅ㟈࡛࠶ࡿࠋ⿕⅏ᆅࡣ᪫ᒣࡢᮾ
す⨨ࡍࡿ㎰ᮧ㒊࡛ࠊ‵ᆅᖏࡀከࡃ㎰ᆅఫᐙࡀ
ΰᅾࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡓࡿࡇࢁ࡛ᾮ≧⌧
㇟ࡀྛᆅ࡛☜ㄆࡉࢀࠊίᵴࡸୗỈ㐨ࡢ࣐࣮ࣥ࣍ࣝ
ࡀᾋࡁୖࡀࡿ➼⿕ᐖࡀ࠶ࡗࡓࠋ㈇യ⪅  ྡࠊఫᐙ
⿕ᐖ  Ჷࢆᩘ࠼ࡓࠋ







ᆅ㟈Ⓨ⏕᪥  
ᆅ㟈ࡢつᶍ  
       
       
ᛂᛴุᐃᐇ᪥
ᐇ⮬య  

        
 ὴ㐵ࢫࢱࢵࣇ 

        
 ὴ㐵ேᩘ   

 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
๓㟈 0 㟈ᗘ  ᙅ
ᮏ㟈 0 㟈ᗘ  ᙉ
వ㟈 0 㟈ᗘ  ᙅ
 ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥
▮ᮏ⏫ࠊ㬆℩⏫㸦⌧ᮾᯇᓥᕷ㸧ࠊ
Ἑ༡⏫㸦⌧▼ᕳᕷ㸧
㮵ᓥྎ⏫㸦⌧ᓮᕷ㸧
ᐑᇛ┴ᅵᮌ㒊
㸦♫㸧ᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈ
㸦♫㸧ᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈົᡤ༠
┴ᗈᇦᨭุᐃኈ
ᘏ  ⌜  ྡ

༴㝤

せὀព

ㄪᰝ῭

ィ

▮ᮏ⏫









Ἑ༡⏫









㬆℩⏫









㮵ᓥྎ⏫













༡㒓⏫
ィ











 ᐑᇛ┴㈨ᩱࡼࡾ

࠙ᖹᡂ  ᖺᒾᡭ࣭ᐑᇛෆ㝣ᆅ㟈ࠚ
 ᒾᡭ࣭ᐑᇛෆ㝣ᆅ㟈ࡣࠊᰩ㥖ᒣࢆ୰ᚰᒣయᔂቯ
ࡸᅵ◁ᔂࢀࠊἙ㐨㛢ሰࠊᅵ▼ὶ➼ࡢᅵᮌ⿕ᐖࡀࡁ
ࡃࠊᘓ≀⿕ᐖࡣẚ㍑ⓗᑠࡉࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⿕ᐖࡣࠊᐑᇛ┴ᰩཎᕷᒾᡭ┴ዟᕞᕷࡢ୧ᕷ
࡛Ⓨ⏕ࡋࠊᐑᇛ┴ᰩཎᕷࡢ⿕ᐖࡣࠊṚ⪅࣭⾜᪉᫂
⪅  ྡࠊ㈇യ⪅  ྡࠊᘓ≀⿕ᐖቯ࣭つᶍ༙
ቯ  Ჷࠊ༙ቯ୍࣭㒊ᦆቯ  Ჷࠊᅵ◁⿕ᐖ  ࣨ
ᡤࠊ㐨㊰⿕ᐖ  ࣨᡤ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⿕ᐖᆅᇦࡣᒣ㛫ᆅ࡛࠶ࡾࠊᅵ◁ᔂࢀࡸἙ㐨㛢ሰ࡛
せ㐨㊰ࡀᑍ᩿ࡉࢀࡓࡓࡵࠊᅜ㐨ࡀᑍ᩿ࡉࢀࡓⰼᒣ
ᆅ༊࡛ࡣࠊᪧ㐨ࡢᒣ㐨ࢆ㎽ᅇࡋ࡚⿕⅏ᆅධࡿࡇ
ࡶ࠶ࡗࡓࠋ











ᆅ㟈Ⓨ⏕᪥  
ᆅ㟈ࡢつᶍ  
ᛂᛴุᐃᐇ᪥
ᐇ⮬య  
ὴ㐵ࢫࢱࢵࣇ 
       

 ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧
0 㟈ᗘ  ᙉ
 ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥
ᰩཎᕷࠊ⨾㔛⏫
ᐑᇛ┴ᅵᮌ㒊
ᮾᆅ᪉ᩚഛᒁ
ྎᕷ㸦≉ᐃ⾜ᨻᗇ㸧
ሷ❟ᕷ㸦≉ᐃ⾜ᨻᗇ㸧
▼ᕳᕷ㸦≉ᐃ⾜ᨻᗇ㸧
㸦♫㸧ᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈ
        㸦㈈㸧ᐑᇛ┴ᘓ⠏ఫᏯࢭࣥࢱ࣮
㸦♫㸧᪥ᮏᘓ⠏ᵓ㐀ᢏ⾡⪅༠
㸦♫㸧᪥ᮏᘓ⠏ᐙ༠  
ὴ㐵ேᩘ    ᘏ  ⌜  ྡ

ุᐃ⤖ᯝ              ༢㸸Ჷ
ᆅ༊ྡ

༴㝤

せὀព

ㄪᰝ῭

ィ

ᰩཎᕷ









⨾㔛⏫
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ィ

ᐑᇛ┴㈨ᩱࡼࡾ

࠙ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࠚ
ㄡࡶࡀ⤒㦂ࡋࡓࡇࡢ࡞࠸ࡁ࡞⅏ᐖ࡞ࡗࡓࠋ
㟁ヰࡣ㏻ࡌࡎࠊ㟁࡛ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡶ࠼ࡎࠊ
ሗࡀ㐽᩿ࡉࢀࡓ≧ែ࡞ࡗࡓࡀࠊྛኈᨭ㒊࡛ࡣ⅏
ᐖ㐃ᦠ༠ᐃᇶ࡙ࡁ⾜ືࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
┴ෆ  ᕷ⏫࡛ࡣᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈᨭ㒊つᶍᆅ
㟈ྥࡅ⅏ᐖ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
༠ᐃࡢෆᐜࡣࠊ➨୍㑊㞴ᡤ࡞ࡿබඹᘓ⠏≀ࡢ
ᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃࢆ⾜࠸ࠊḟࡂ⿕⅏ᘓ⠏≀㸦ఫᐙ➼㸧
ࡢᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ὠἼ⿕ᐖࡢ࠶ࡗࡓἢᓊᆅᇦࡣࠊ㢖⦾࡞వ㟈࡛ὠἼ
㆙ሗࡀⓎ௧ࡉࢀࡿࡇࡽࠊෆ㝣㒊ࡢᕷ⏫ᮧࡽ╔
ᡭࡍࡿࡇࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊᗈᇦᨭࡘ࠸࡚ࡣࠊᵝࠎ࡞⌮⏤ࡼࡾせ
ㄳࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ












ᆅ㟈Ⓨ⏕᪥  
ᆅ㟈ࡢつᶍ  
ᛂᛴุᐃᐇ᪥
ᐇ⮬య  
ὴ㐵ࢫࢱࢵࣇ 
       
       
       
       
       
ὴ㐵ேᩘ   

 ᖺ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧
0 ᭱㟈ᗘ 
 ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥
┴ෆ  ᕷ⏫㸦  ᕷ⏫ᮧ㸧
ᐑᇛ┴ᅵᮌ㒊
ᮾᆅ᪉ᩚഛᒁ
㸦♫㸧ᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈ
㸦♫㸧ᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈົᡤ༠
㸦බ♫㸧᪥ᮏᘓ⠏ᐙ༠
┴ࡽࡢᨭุᐃኈ
 ⌜  ྡ
ෆ  ྡᘓ⠏ኈ)

ุᐃ⤖ᯝ
༴㝤

せὀព

ㄪᰝ῭

᳃⏫









ர⌮⏫









ᒣඖ⏫









ᯇᓥ⏫









ࣨ⏫









ᗓ⏫









⏫









㒓⏫









ᐩ㇂⏫









ຍ⨾⏫









ᾛ㇂⏫









⨾㔛⏫









ዪᕝ⏫









༡୕㝣⏫

















ィ

ᐑᇛ┴㈨ᩱࡼࡾ

ୖ⾲࡛⅏ᐖ㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡓᕷ⏫ᮧ
ᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈᨭ㒊ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ᕷ⏫ᮧྡ

ᘓ⠏ኈᨭ㒊ྡ

ሷ❟ᕷ

ࡲࡘࡋࡲᨭ㒊

ᰩཎᕷ

ᰩཎᨭ㒊

ᓮᕷ

ᓮᨭ㒊

Ⓩ⡿ᕷ

Ⓩ⡿ᨭ㒊

ⓑ▼ᕷ

ⓑ▼࣭ส⏣ᨭ㒊

ᾛ㇂⏫

ᓮᨭ㒊

ຍ⨾⏫

ᓮᨭ㒊

⨾㔛⏫

ᓮᨭ㒊

༢㸸Ჷ

ᯇᓥ⏫

ࡲࡘࡋࡲᨭ㒊

ィ

ⶶ⋤⏫

ⓑ▼࣭ส⏣ᨭ㒊

ྎᕷ









௨ୖ  ᕷ⏫

▼ᕳᕷ









ሷ❟ᕷ









㸦㟈⅏ᚋ㐃ᦠ༠ᐃࡋࡓᕷ⏫ᮧ㸧
ྎᕷྎᨭ㒊

ⓑ▼ᕷ









ྡྲྀᕷ









ゅ⏣ᕷ









ከ㈡ᇛᕷ









ᒾᕷ









Ⓩ⡿ᕷ









ᰩཎᕷ









ᮾᯇᓥᕷ









ᓮᕷ









ⶶ⋤⏫









Ἑཎ⏫









ᮧ⏣⏫









ᰘ⏣⏫









㸱㸬ᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈࡢ๓‽ഛែໃ
  ᖺ㒊㐃⥆ᆅ㟈࡛ࠊ༡㒓⏫ࡢ㑊㞴ᡤ࡛ఫẸ
ࢆᐜࡋࡓᚋࠊవ㟈ࡼࡾࠊኳⴠୗⓎ⏕ࡢ༴㝤ᛶ
ࡀᣦࡉࢀࠊࡼࡾᏳ࡞㑊㞴ᡤࢆタ⨨ࡋ࡚ࠊ㑊㞴ఫ
Ẹࢆ⛣ືࡉࡏࡓࡇࡀ㉳ࡁࡓࠋ
ᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈ࡛ࡣࠊᣦᐃ㑊㞴ᡤࡢᏳ☜ㄆࡢᚲ
せᛶࡽᣦᐃ㑊㞴ᡤᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃࡢࡓࡵࠊᕷ⏫ᮧ
ࡢ⅏ᐖ㐃ᦠ༠ᐃ⥾⤖ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ
  ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼ࡛  ᕷ⏫ᆅᇦࡢᨭ㒊ࡀ
༠ᐃࢆ῭ࡲࡏ࡚࠸ࡓࠋ≉ࠊᓮᕷᓮᨭ㒊࡛ࡣ
ᐃᮇⓗカ⦎ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ
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 ᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈࡣࠊᘓ⠏㜵⅏༠ཬࡧᐑᇛ┴ࡢ࣐
ࢽࣗࣝࢆᇶᮏࠊ⊂⮬࣐ࢽࣗࣝࢆᐃࡵࡓࠋࡑࡢ
ᇶᮏ᮲௳ࡣࠊᆅ㟈ࡢつᶍࡀ┴ⓗ࡞ࡶࡢ࡛㏻ಙᶵ⬟
ࡀቯ⁛ⓗ⿕ᐖࢆ⿕ࡾࠊᕷ⏫ᮧ┴࠾ࡼࡧኈົᒁ
ࡲࡓࡣဨ㛫࡛㐃⤡ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࢆᐃࡋసᡂ
ࡋ࡚ࠊဨྡ⡙ࡢᕳᮎᤄධ࣭ᥖ㍕ࡋ࡚ဨ⅏ᐖ
࣐ࢽࣗࣝࢆㄆ㆑ࡉࡏࡓࠋ
 ௨ୗ࣐ࢽࣗࣝࡢᴫせࢆ♧ࡍࠋ

㸦㐃⤡ᡭ㡰㸧
ᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈᑐ⟇ᮏ㒊㸦㛗㸧

Ў Ќ
㸲ࣈࣟࢵࢡᢸᙜᙺဨ࣭ᣐⅬᨭ㒊㛗

Ў Ќ
ྛᨭ㒊㛗

Ў Ќ

㸯㸧ᆅ㟈Ⓨ⏕ࡢᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈࡢ‽ഛែໃ
ᆅ㟈ࡢつᶍࡼࡾ㸱ẁ㝵ࡢయไධࡿࠋ

ྛᨭ㒊㐃⤡㈐௵⪅

ὀពయไ  㟈ᗘ㸳ᙅࡢᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ
ุ࣭ᐃኈࡣᚰࡢ‽ഛࢆࡍࡿࠋ
࣭ᑐ⟇ᮏ㒊(ኈᮏ㒊)ࡣ┴ࡢពྥࢆఛ࠸ሗࢆ㞟
 ࡍࡿࠋ
࣭ྛᨭ㒊㛗ࡣฟືྍ⬟࡞ุᐃኈࡢᢕᥱࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
࣭ᑐ⟇ᮏ㒊㛗(㛗)ࡣᨭ㒊ᮏ㒊ࡽࡢせㄳࢆཷࡅࡓ
 ࡁࡣᨭᣢࢆฟࡍࠋ
࣭ែࡢ᥎⛣ࡶ࡞࠸㏿ࡸ㆙ᡄែໃษࡾ᭰
࠼ࡿࡇࡀฟ᮶ࡿయไࠋ
㆙ᡄయไ  㟈ᗘ㸳ᙉࡢᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ
ุ࣭ᐃኈࡣᑟഛ࠼ලయⓗ࡞‽ഛࢆࡍࡿࠋ
࣭ᑐ⟇ᮏ㒊ࡣ┴ࡢពྥࢆఛ࠸ሗࡢ㞟࠶ࡓࡿࠋ
࣭ྛᨭ㒊㛗ࡣฟືྍ⬟࡞ุᐃኈࡢࣜࢫࢺࢆసᡂࡋ㐃
⤡యไࢆ☜ಖࡍࡿࠋ
࣭ᑐ⟇ᮏ㒊㛗ࡣᨭᮏ㒊ࡽࡢせㄳࢆཷࡅࡓࡁࡣ
㏿ࡸᨭᣢࢆฟࡍࠋ
࣭ែࡢ᥎⛣ࡶ࡞࠸㏿ࡸ㠀ᖖែษࡾ᭰
࠼ࡿࡇࡀฟ᮶ࡿయไࠋ
㠀ᖖయไ  㟈ᗘ㸴௨ୖࡢᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ
࣭ྛᨭ㒊㛗ࡣฟືྍ⬟࡞ุᐃኈࢆ☜ಖࡋ㐃⤡యไࢆ
ᩚ࠼ᑐ⟇ᮏ㒊ࡢᣦ♧ࢆᚅࡘࠋ
࣭ᑐ⟇ᮏ㒊㛗ࡣ┴ࡢពྥࢆఛ࠸ሗࡢ㞟࠶ࡓࡿࠋ
ุ࣭ᐃኈࡣᨭᣢࡢ࡞࠸ሙྜࠊ࠶ࡽࡺࡿᡭẁࢆࡇ࠺ࡌ
ᨭᮏ㒊ࡢሗࢆ☜ಖࡋ࡚⌧ᆅྥ࠺➼ࡢάື
ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
㸰㸧ሗࡢఏ㐩᪉ἲ
ᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈ࡛ࡣ┴ෆࢆᅄࡘࡢࣈࣟࢵࢡศࡅ
ࡑࢀࡒࢀࡢᣐⅬᨭ㒊ࢆタᐃࡋࠊ⟶㎄ᅵᮌົᡤ㐃
ᦠࡋ࡚ᑐᛂࡍࡿࠋ

Ў Ќ
ኈဨุᐃኈཬࡧ༠ຊᘓ⠏ኈ
ͤ㆙ᡄయไ࠾ࡼࡧ㠀ᖖయไ࠾࠸࡚ࠊᑐ⟇ᮏ㒊
ࡽ㐃⤡ࡲࡓࡣᨭᣢࡢ࡞࠸ሙྜࡣࠊᣐⅬᢸᙜᙺဨࡀุ
᩿ࡋࡢᙺဨ㐃⤡ࢆࡿࡶ⟶㎄ᅵᮌົ
ᡤ㉱ࡃ➼ࡋ࡚ሗࢆ㞟ࡋุ᩿ࡍࡿࠋ
㸱㸧ุᐃኈ➼ࡢ㐃⤡ෆᐜ
࣭ཧ㞟᪥ࠊཧ㞟ሙᡤ㸦ฟືࡢሙྜࡣࠊᐙ᪘⾜ື
ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࠊ⥭ᛴ㐃⤡ඛࢆఏ࠼࡚࠾ࡃࠋ㸧
࣭᭹➼㸦ุᐃኈⓏ㘓ドࠊ➹グ⏝ලࠊࢥࣥ࣋ࢵࢡࢫࠊ
㌷ᡭࠊ㞵ලࠊୗ㊊ࠊಖᏳᖗࠊࣜࣗࢵࢡࠊ㣧ࡳ≀ࠊ
ᘚᙜ㸧
࣭⿕⅏ᆅࡢ≧ἣ㸦༴㝤༊ᇦࠊⅆ⅏Ⓨ⏕༊ᇦࠊᩆຓά
ື༊ᇦ㸧
࣭Ẽ㇟ሗ㸦Ẽ ࠋ㝆㞵➼㸧
࣭㣗㸦ཎ๎ࡋ࡚ᣢཧࡍࡿࠋ⌧ᆅ࡛ࡣㄪ㐩ྍ⬟
࡞ሙྜࡀ࠶ࡿࠋ㸧
㸲㸧ุᐃᐇົせ⥘ࡢ⟇ᐃ
(1)ุᐃసᴗࡢᚰᵓ࠼
(2)ุᐃࢳ࣮࣒⦅ไ᪉ἲ
 ࠙ᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈᕷ⏫ᮧࡢ㐃ᦠࡘ࠸࡚ࠚ
  ᖺ  ᭶  ᪥Ⓨ⏕ࡋࡓࠕᐑᇛ┴㒊ᆅ㟈 ࠖ
࡛ࠊ㑊㞴ᡤࡢኳⴠୗࡢ༴㝤ࡀⓎ⏕ࡋࠊ㑊㞴ఫẸࢆ
ูࡢタ⛣ືࡉࡏࡓࢆᩍカࡋ࡚ࠊᐑᇛ┴ᘓ⠏
ኈ࡛ࡣᣦᐃ㑊㞴ᡤᛂᛴุᐃࡢᚲせᛶࡽࠊᨭ㒊ࢆ
㏻ࡋ࡚✚ᴟⓗᕷ⏫ᮧാࡁࡅࠊ㟈⅏๓ࡣ  ᕷ
⏫ࠕつᶍᆅ㟈㐃ᦠ༠ᐃࠖ⥾⤖ࡋࡓࠋ
 ௨ୗࡑࡢෆᐜࠋ
㸯㸪つᶍᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࠊᕷ⏫ᮧࡀ㑊㞴ᡤࢆ㛤タࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓሙྜࠊඃඛⓗᣦᐃ㑊㞴
ᡤࡢᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃࢆ⾜࠺ࠋࡇࡢ㝿ࠊᣦᐃ㑊㞴ᡤ
ࡢሙᡤࠊᵓ㐀ࠊ⏝㏵࡞ࢆ♧ࡍࠋ
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㸰㸪⿕⅏ఫᏯࡢᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃࡣࠊᕷ⏫ᮧ⅏ᐖᑐ⟇
ᮏ㒊ࡀ⿕ᐖ≧ἣࡢ☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊุᐃᆅᇦุ࣭ᐃᲷ
ᩘ➼ࡢࢹ࣮ࢱ࣮ࢆࡲࡵุ࡚ᐃࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ
࣮♧ࡍࠋ
㸱㸪ᕷ⏫ᮧࡣุᐃᆅᇦࡢᆅᅗཬࡧఫᏯᆅᅗࢆഛ࠼ࡿࠋ
㸲㸪ᕷ⏫ᮧࡣุᐃ㈨ᶵᮦࡢഛດࡵࡿࠋ
㸳㸪⿕⅏ᘓ⠏≀ᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃ⤖ᯝࢆ༠㆟ࡍࡿࠋ
㸴㸪ᕷ⏫ᮧࡣุᐃ⤖ᯝࢆᐑᇛ┴ሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸵㸪ᘓ⠏ኈᨭ㒊ࡣᕷ⏫ᮧ㐃⤡ඛࢆ㏻▱ࡍࡿࠋ
௨ୖࡢ㏻ࡾࠋ
㸲㸬ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡢάືሗ࿌
㸯㸧ᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢ≧ἣ
ᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈࡣ ࠊ ᕷ  ⏫ࡢ⿕⅏ᆅ  ᭶
 ᪥ࡽ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ࠊᘏ  ྡ㸦ෆဨ
 ྡ㸧ࢆὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㛵ಀᅋయཬࡧ
┴ุᐃኈࢆྵࡵࡿᘏ  ྡࡀ  ⌜ࡢุ
ᐃࢳ࣮࣒ࢆ⤌⧊ࡋ࡚ᑐᛂࡋࡓࠋ
ሗ㐨࡛≧ἣࢆ▱ࡗࡓ┴㛵ಀᅋయࡸಶேࡽ
ᨭࡢ⏦ࡋฟࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ┴ෆࡣ㏻ಙᡭẁࡀቯ
⁛ࠊ㟁※ࡀ႙ኻࠊ㣗ᩱㄪ㐩ࡀྍ⬟ࠊᐟἩタࡀ
ఇᴗ≧ែࠊ⛣ືࡢࡓࡵࡢ⇞ᩱ☜ಖࡀᅔ㞴ࠊせ㐨
㊰ࡀ㏻⾜㛢㙐➼ࡢ≧ἣࡽᗈᇦᨭࡣ㎡㏥ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
ᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈົᒁࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡽᅛ
ᐃ㟁ヰཬࡧᦠᖏ㟁ヰ➼ࡢ㏻ಙᡭẁࡣኻࢃࢀࠊ㟁Ẽ
࢞ࢫࠊୖỈ㐨ࡢࣥࣇࣛࡀᶵ⬟ࡋ࡞ࡃ࡞ࡾࠊᙜศ
ࡢ㛫ົᒁࢆ㛢㙐ࡋࡓࠋ୍ࠊྎᨭ㒊ົᒁ㸦
ྎᕷᙺᡤ㞄㸧ົᒁࢆ⛣ࡋᴗົ࠶ࡓࡗࡓࠋ
 ᮏ㒊㛗࡛࠶ࡿ㛗ࡣᾛ㇂⏫ᅾఫ࡛ࠊᮏ㒊ົᒁ
ࡸ┴ᗇࡶ㐃⤡ࡀྲྀࢀ࡞࠸≧ἣ࡛ࠊᾛ㇂⏫ࡢ㜵⅏
㟁ヰ⏝ࡶ⪃࠼ࡓࡀࠊ㜵⅏㟁ヰࡶᨾ㞀ࡋ࡚࠾ࡾ
ᾛ㇂⏫ࡶఱฎࡶ㐃⤡ࡀྲྀࢀ࡞࠸≧ἣ࡞ࡗ࡚
࠸ࡓࠋ
⩣ࠎ᪥࡞ࡾࠊ㒊ᅵᮌົᡤฟྥ࠸࡚ࠊ┴
ᗇ㐃⤡ࢆධࢀࠊᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃࡢᐇࡘ࠸࡚
༠㆟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ┴ࡢሗࡼࡿࠊἢᓊ㒊ࡣ⏒࡞ὠἼ⿕ᐖࢆ
⿕ࡾࠊᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃࡣෆ㝣㒊ࡽᐇࡍࡿࡇ
ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋົᒁ㐃⤡ࢆࡾࠊᘓ⠏ኈ⅏ᐖ
ᑐ⟇ᮏ㒊ࡢタ⨨ࢆᣦ♧ࡍࡿࡶࠊ㏻ᖖᴗົࢆ
୍ᐃᮇ㛫Ṇࡋ⅏ᐖᴗົᑓᛕࡍࡿࡇࡋࡓࠋ


㸰㸧ุᐃᴗົࡢ㛤ጞ
 ྛᨭ㒊ࡢ㐃⤡ࡀྲྀࢀ࡞࠸≧ἣࡢ୰ࠊ༠ᐃ⥾⤖
῭ࡳࡢᨭ㒊ᙺဨࡣࠊྍ⬟࡞⛣ືᡭẁࢆ⏝࠸࡚ྛᕷ

⏫ᮧࡢ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㥑ࡅࡘࡅᢸᙜ⪅༠㆟ࢆ
ࡍࡿࡶุᐃᴗົ╔ᡭࡋࡓࠋ
 ≉ᚩⓗ࡞ࢆ⤂ࡍࡿࠋ
㸦ሷ❟ᕷࡢᐇ㸧
 ሷ❟ᕷᅾఫࡢࡲࡘࡋࡲᨭ㒊㛗ࡣࠊ༠ᐃෆᐜࢆᐇ
ࡍࡿࡃࠊᡤᒓဨุᐃኈࢆ⮬㌿㌴࡛ᅇࡗ࡚ᣍ
㞟ࡋࠊ༶ᣦᐃ㑊㞴ᡤࡢᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ࡲࡓࠊᕷᙺᡤࡀὠἼ⿕ᐖࢆ⿕ࡾࠊ୍㐌㛫ᚋ
ᕷࡢᢸᙜྜὶࡋࡓࡀࠊุᐃ㈨ᶵᮦࡀỈἐࡸὶኻ
ࡋࡓࡓࡵࠊ⿕⅏ᘓ⠏≀ࡢᡤ᭷⪅ཱྀ㢌࡛ㄝ᫂ࢆ⾜
࠺ࡇࠊᬑ㏻⣬࣐ࢪࢵࢡ࡛࣌ࣥ᭩ࡁᥖ♧ࡋࡓࠋ
 Ỉἐࡋࡓᕷᙺᡤࡢ௦ࢃࡾࠊ㧗ྎ⨨ࡋ࡚ὠ
Ἴ⿕ᐖࡽචࢀࡓࠊᨭ㒊㛗ࡢົᡤࢆᐇᮏ㒊
ࡋ࡚άືࢆ⥅⥆ࡉࡏࡓࠋ
 ⿕⅏ఫᏯࡢุᐃసᴗࡣ  ᭶  ᪥࡛⤊ࡋࡓࠋ
 㸱㐌㛫ᚋࡣࠊఫᏯ┦ㄯࡶ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦ᰩཎᕷࡢᐇ㸧
 ᰩཎᕷ࡛ࡣࠊ᭱㟈ᗘ 7 ࢆグ㘓ࡋࡓࠋᐑᇛ┴ᘓ
⠏ኈᰩཎᨭ㒊㛗ࡣࠊᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃࡀᐇࡉࢀ
ࡿࢆ☜ಙࡋࠊⓎ⏕୍㛫ᚋᕷࡢᑐ⟇ᮏ㒊࡛ᑐ
ᛂࢆ༠㆟ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ㛫ᨭ㒊ဨุᐃኈࡀᕷᙺᡤ㞟ࡲࡾࠊཧ
㞟ࡋࡓேဨุ࡛ᐃࢳ࣮࣒ࢆ⤖ᡂࡋุ࡚ᐃసᴗ
╔ᡭࡋࡓࠋ
ᰩཎᕷࡣࠊ ᖺᒾᡭ࣭ᐑᇛෆ㝣ᆅ㟈࡛ࡁ
࡞⿕ᐖࢆฟࡋࡓᆅᇦ࡛ࠊࡑࡢࡢᩍカࡽᕷࡢᑐ
ᛂࡶ㎿㏿࡛ࠊ㈨ᶵᮦࡢഛࡶ༑ศ☜ಖࡋ࡚࠸ࡓ
ࡇࡽุᐃసᴗ⤊ࡀ᪩ࡃࠊࡢᕷ⏫ᨭ
ධࡗࡓࠋ

㸦ᾛ㇂⏫ࡢᐇ㸧
 ᾛ㇂⏫ࡣࠊேཱྀ  ேࠊ ୡᖏࡢ㎰ᮧᆅ
ᇦ࡛⏫ࡢ༡㸰ᮏࡢἙᕝࡀ᭷ࡾࠊ㌾ᙅᆅ┙ࡀከ࠸
ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋᘓ≀⿕ᐖࡣ  Ჷ⿕ᐖྜࡢ㧗࠸
⏫࡞ࡗࡓࠋ
 ᾛ㇂⏫ࡶࠊᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈᓮᨭ㒊㐃ᦠ༠ᐃࢆ
⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋ⏫ᅾఫࡢᘓ
⠏ኈࡀ⏫ࡢ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㥑ࡅࡘࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 Ⓨ⏕㸱᪥ᚋࡽࡢᐇྥࡅ㈨ᶵᮦࡢ‽ഛධ
ࡗࡓࠋ
 ุᐃኈࡢ☜ಖ࡛ࡣࠊ⏫ෆᅾఫࡢุᐃኈࡣᑡ࡞ࡃࠊ
Ⓩ㘓ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ᘓ⠏ኈࡶᨭࢆせㄳࡋࡓࠋ
 ᑡ࡞࠸ேဨ࡛ࡼࡾຠ⋡ⓗసᴗࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊ
⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊༠㆟ࡋࠊᾘ㜵ᅋࡢ༠ຊࢆせㄳࡋࡓࠋ
ᾘ㜵ᅋࡽࡣࠊẖ᪥㸴ྎࡢᾘ㜵⏝㍍⮬ື㌴ࠊ㸯ྎ
ᙜࡓࡾ㸰ྡࡢᅋဨࡢ㓄⨨ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓࠋ
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 ࡇࢀ㸯ྡࡢุᐃኈཪࡣᘓ⠏ኈࢆྠࡉࡏࡿ⌜
⦅ไࢆ⾜࠸ࠊุᐃసᴗࢆᐇࡋࡓࠋ
 ࡇࡢయไ࡛ࡢุᐃసᴗࡽከࡃࡢⅬࢆぢ࠸ࡔ
ࡋࡓࠋࡑࡢⅬࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᆅᇦࡢᾘ㜵ᅋ࡛⿕⅏ᆅࡢ⌧≧ࢆⰋࡃᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᆅ⌮ヲࡋ࠸ࡢ࡛⛣ື㛫ࣟࢫࡀ࡞ࡗࡓࠋ
ุ࣭ᐃ⤖ᯝࡢㄝ᫂ᾘ㜵ᅋဨࢆ࠼ࠊᚋࡢᑐᛂࢆ
ᅋဨࢆ㏻ࡋ࡚⏫ᒆࡁࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࠋ
ᖹᡂ㻞㻟ᖺᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈⿕⅏ᘓ⠏≀ᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃᐇ⤒㐣
䠏᭶
䠐᭶
㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝

㻝

㻞

㻟

㻠

㻡

㻢

㻣

㻤

㻥

㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠

㻝㻡

ᰩཎᕷ
ሷ㔩ᕷ

ᢸᙜᨭ㒊

ഛ⪃

ᰩཎ

つᶍ㟈⅏༠ᐃ

䜎䛴䛧䜎 つᶍ㟈⅏༠ᐃ

ᓮᕷ

ᓮ

つᶍ㟈⅏༠ᐃ

ᾛ㇂⏫

ᓮ

つᶍ㟈⅏༠ᐃ

⨾㔛⏫

ᓮ

つᶍ㟈⅏༠ᐃ

ຍ⨾⏫

ᓮ

つᶍ㟈⅏༠ᐃ

Ⓩ⡿ᕷ

Ⓩ⡿

つᶍ㟈⅏༠ᐃ

ᯇᓥ⏫

䜎䛴䛧䜎 つᶍ㟈⅏༠ᐃ

ྎᕷ㟷ⴥ༊

ྎ

ྎᕷἨ༊

ྎ

ྎᕷⱝᯘ༊

ྎ

㒓⏫

㯮ᕝ

⏫

㯮ᕝ

ᐩ㇂⏫

㯮ᕝ

䞄⏫

ྎᮾ

ᗓ⏫

ྎᮾ

ᒣඖ⏫

ྡྲྀர⌮

ர⌮⏫

ྡྲྀர⌮

ᒾᕷ

ྡྲྀர⌮

ྡྲྀᕷ

ྡྲྀர⌮

ゅ⏣ᕷ

ゅ⏣ఀල

ᮧ⏣⏫
ⓑ▼ᕷ
Ἑཎ⏫

ᰘ⏣
ⓑ▼ส⏣ つᶍ㟈⅏༠ᐃ
ᰘ⏣

ⶶ⋤⏫

ⓑ▼ส⏣ つᶍ㟈⅏༠ᐃ

᳃⏫

ゅ⏣ఀල

ୖ⾲ࡣࠊ ᕷ⏫ࡢุᐃసᴗ᪥⛬ࡢࢢࣛࣇࡔࠋ
⾲ࡽศࡿ㏻ࡾ⅏ᐖ㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸
ࡿᕷ⏫ࡢྲྀࡾ⤌ࡀ᪩ࡃࠊ⤊ࡶ᪩࠸ࡇࡀࢃࡿࠋ
ࡇࡢᗘࡢ㟈⅏ࡢࡼ࠺㏻ಙᡭẁࡸ㏻ᡭẁࡀ㐽
᩿ࡉࢀࡓ≧ἣ࡛ࡣࠊᆅᇦࡢᘓ⠏ኈࡸุᐃኈ⅏ᐖ
㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࠊᕷ⏫ᮧࡀᑟⓗᛂᛴ༴㝤ᗘุ
ᐃྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀࠊ⿕⅏ఫẸࡢᏳ☜ಖࡁࡃ
ᐤࡍࡿࡶࡢ⪃࠼ࡿࠋ
㸳㸬ࡇࢀࡽࡢ⿕⅏ᘓ⠏≀ᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃ
 ᐑᇛ┴ᅵᮌ㒊࡛ࡣࠊᚋ᪥┴ෆ࡚ࡢᕷ⏫ᮧᑐࡋࠊ
ᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃ㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸ࡑ
ࡢෆᐜࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
㸦ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ᅇ⟅㸧
㸯㸪㏻ಙ⥙ࡢ㐽᩿ࡼࡿ㐃⤡
࣭㟁⇞ᩱ㊊ࡼࡾ㏻ಙ⥙ࡀ㐽᩿ࡉࢀࡓࡓࡵ
ุᐃኈࡢ㐃⤡㛫ࢆせࡋࡓࠋ
࣭ᆅ㟈┤ᚋࡢᩘ᪥㛫ࡣ㟁ヰࡸ࣓࣮ࣝ➼ࡢ㐃⤡ᡭẁ
ࡀ࡞ࡃࠊ┴ࡸ㛵ಀᅋయࡢ㐃⤡ࡀྲྀࢀ࡞ࡗࡓࠋ
㸰㸪ேᡭ㸦⾜ᨻ⫋ဨࠊุᐃኈ㸧ࡢ㊊
 ࣭ᕷ⏫ᮧ⫋ဨࡣ⅏ᐖᑐᛂࡸఫẸᑐᛂ࡛ᛂᛴุᐃ
ேᡭࢆࡅ࡞ࡗࡓࠋ
 ุ࣭ᐃኈࡶ⿕⅏⪅࡛࠶ࡾせㄳࡋࡓᩘࡢุᐃኈࡀ㞟
ࡲࡽ࡞ࡗࡓࠋ
 ࣭⫋ဨࡢᴗົ㍍ῶࡢࡓࡵẸ㛫ุᐃኈ㸦ᘓ⠏ኈ㸧

୍㒊ᴗົࢆ⛣⟶ࡋࡓࠋ
 ࣭⨯⅏ド᫂ᢸᙜ⫋ဨࢆ⿵ຓဨࡋุ࡚ᐃኈ㊊ࢆ
⿵ࡗࡓࠋ
㸱㸪㏻⥙ࡢ㐽᩿ࠊ࢞ࢯࣜࣥ㊊ࡼࡿ⛣ືᡭẁࡢ
☜ಖࡢᅔ㞴
 ࣭බඹ㏻ᶵ㛵ࡢ㏻ࡸ࢞ࢯࣜࣥ㊊ࡽཧ㞟ሙ
ᡤࡲ࡛ࡢ⛣ືᡭẁࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
 ࣭㐨㊰ࡀᑍ᩿ࡉࢀ࡚ཧ㞟ሙᡤࡲ࡛ࡢ࣮ࣝࢺ☜ಖࡀ
ᅔ㞴ࡔࡗࡓࠋ
 ࣭ᾛ㇂⏫ࡣཧຍุᐃኈ࢞ࢯࣜࣥࡢ౪⤥ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ࣭⾜ᨻࡣุᐃኈࡢ⇞ᩱ☜ಖࡘ࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡁࠋ
 㸦⥭ᛴ㌴୧ࡋ࡚ࡢㄆᐃ㸧
 ࣭せㄳࡋࡓᕷ⏫ᮧࡣࠊཧ㞟ሙᡤࡲ࡛ࡢ࣮ࣝࢺࡘ
࠸࡚ሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࠋ
㸲㸪ุᐃಀࡿㄪᰝ⚊ࡢసᡂົࡢ↹㞧
࣭༴㝤ࠕ㉥⣬ࠖࠊせὀពࠕ㯤⣬ࠖࡢࡳࡢࢫࢸࢵ࢝
࣮ཬࡧㄪᰝ⚊ࡢసᡂࢆࡋࡓࠋ
ุ࣭ᐃಀࡿㅖ⚊ࡢసᡂ㛫ࡀྲྀࡽࢀࡓࠋ
㸳㸪⿕⅏Ꮿᆅᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃࡢ㐃ᦠ㊊
㸴㸪ఫẸࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏᑐᛂ
 ࣭⨯⅏ド᫂ΰྠࡋࡓၥ࠸ྜࢃࡏࡀ┦ḟ࠸ࡔࠋ
 ุ࣭ᐃไᗘࡀఫẸ࿘▱ࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ
࠙᪂ࡋ࠸ᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃయไࡢᚲせᛶࠚ
 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡣࠊᐑᇛ┴ᘓ⠏ኈᨭ㒊⅏ᐖ
㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡓᕷ⏫ࡀࠊࡁ࡞ᡂᯝࢆᚓࡓࠋ
ࡇࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᕷ⏫ᮧ༢࡛⤖ࡍࡿᛂᛴ༴㝤
ᗘุᐃࡢ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࡀ࣋ࢫࢺ⤖ㄽ࡙ࡅ
ࡓࠋ
 ᐑᇛ┴࡛ࡣࠊᆅᇦᑟᆺᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃせ⥘ࢆᐃ
ࡵࠊᕷ⏫ᮧᆅᇦࡢᘓ⠏ᅋయࡀ㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋᑐ
ᛂࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ㔊ᡂࡋ࡚⾜ࡃࡋࡓࠋ
 ࡲࡓࠊᑠࡉ࠸ᕷ⏫࡛ࡣᘓ⠏ᢸᙜ⫋ဨࡀ࠸࡞࠸⮬
యࡶ࠶ࡿࡇࡽࠊẸ㛫ࡢุᐃࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ
せㄳࡋ࡚⾜ᨻ⫋ဨࡢᴗົࡢ୍㒊ࢆ௦⾜ฟ᮶ࡿࡼ࠺
ດࡵࡿࡇࡋࡓࠋ
 ุᐃኈࡼࡿάືࡣࠊ࣎ࢱࣥࢸࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊάືࡀ㛗ᮇࡍࡿேဨὴ㐵ࡶ㝈⏺ࡀ࠶ࡾࠊ
ไᗘࡢ☜ᐇ࡞⥅⥆ᛶࢆ⪃࠼ࡿࠊ᭷ൾࡶど㔝᳨
ウࢆຍ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࠊᆅᇦࡢேᮦࢆ⫱ᡂࡋࡘࡘࠊᐁẸࡀ㐃ᦠࡋࡓ
యไᩚഛࡀࠊつᶍ㟈⅏ࡽఫẸࢆᏲࡿᡭẁ⪃࠼
ࡿࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥
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ABSTRACT: The Great East Japan Earthquake occurred on March 11th, 2011 with a once in thousand year
magnitude of 9.0, followed by a massive tsunami, which together caused unprecedented damage, bringing grief and
great hardship to thousands of people. In order to achieve the earliest possible recovery from this devastating
damage, we at the affiliates of the Japan Association of Architectural Firms (JAAF) set up the Building
Reconstruction Support Center within each affiliate of the three worst-affected prefectures of Iwate, Miyagi and
Fukushima, backed by the JAAF headquarters and have carried out support activities in collaboration with the three
prefectures. The JAAF has given full support, despite the severe financial circumstances, by allocating a huge
amount of subsidies for the supportive services of the three prefectures; 10 million yen annually and 30 million yen
for the past three years each, totaling as much as 90 million yen. As for the reconstruction support activities, it has
made efforts through joint initiatives between the public and private sectors; the national, prefectural and municipal
governments, and architecture-related organizations, while empathizing with the victims. During the immediate and
initial response stages, the JAAF’s affiliates carried out post-earthquake temporary risk evaluation, disasteraffected degree evaluation, and housing consultation by sending architects to affected dwellings. The housing
consultation also served as a source of moral support for those affected during the aftermath of the disaster. Since
setting up of the Building Reconstruction Support Centers, they continued initial response support activities, while
at the same time carrying out expansion of the consultation for various housing reconstructions, provision of
technical assistance regarding overall reconstruction as well as support for community renovation. Above all, with
housing reconstruction as the top priority, it set up the Locally-Oriented Housing Restoration Promotion Council in
the three affected prefectures and has provided extensive support activities for those affected including provision of
necessary information concerning the rebuilding of their homes. As these activities require timely and prompt
response, the JAAF members at each Support Center faced, through continual trial and error, situations where they
had to think on their feet. This report aims to pass down the footprints of their efforts to coming generations, in the
hope that it will be shared among people and contribute in anyway possible to counter an anticipated mega scale
earthquake in the future.
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࣭ᮌ㐀ఫᏯ⪏㟈ᑐ⟇ᬑཬಁ㐍ࠕᕤᴗ㧗ᰯ⏕࣭⪏㟈
ᐇ◊ಟ➼㜵⅏ᤵᴗࠖᐇ㸦⚟ᓥࠊ㒆ᒣࠊὠࠊ
᮶ᕤᴗ㧗ᰯ㸧
 ࣭ὠࣆ࢜ࣇ࢙ࢫࢱ➼ฟᒎ
 ࣭ఫᏯᘓࡢࡓࡵࡢᆅᇦᆺ⯆ఫᏯࡢ᥎㐍ᨭ
մᘓ⠏⾜ᨻࡢ༠ຊ࣭ᨭ
 ࣭ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿ⪏㟈デ᩿῭ᘓ⠏≀ᮍᨵ
ಟᘓ⠏≀ࡢ⿕⅏≧ἣㄪᰝ◊✲
⿕⅏୕┴㸦ᒾᡭࠊᐑᇛࠊ⚟ᓥ㸧
㐃ᦠᆅᇦᆺ⯆ఫᏯࡢ᥎㐍

⿕⅏୕┴㐃⤡㆟
 ⿕⅏୕┴㐃ᦠࡢ⤒⦋
 ⿕⅏୕┴ࡢົᡤ༠ࡣࠊᘓ⠏⯆ᨭࢭࣥࢱ࣮
タ⨨క࠸ࠊ⯆ᨭ࠸࠺ඹ㏻ㄆ㆑ࡢᇶᘓ⠏
⯆ᨭ୕┴㐃⤡㆟ࢆ❧ࡕୖࡆ㐃ᦠࢆᅗࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
ᅜᅵ㏻┬୪ࡧ⿕⅏୕┴ࡢ┴㛵ಀ⪅ࠊᘓ⠏㛵ಀᅋ
యࡢሗ㆟ࢆ㛤ദࠋࡑࡢ㝿ࠕ⯆ఫᏯࡢᚲ
せᛶࠖࡘ࠸࡚ᥦࡉࢀࠊᅜᅵ㏻┬ࡢᨭࢆ࠸ࡓ
ࡔࡁ୕┴࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡋࡓࠋ
 ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯࡢ⏕⏘యไᩚഛࡢᚲせᛶ
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㸦㸯㸧ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ౪⤥ᚲせᛶ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡣࠊቯ⣙  ᡞࠊ༙ቯ⣙ 
ᡞࠊ୍㒊◚ᦆ⣙  ᡞከᩘࡢఫᏯࡀ⿕ᐖࢆཷ
ࡅ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ἢᓊ㒊
࡛ࡣὠἼࡼࡾከᩘࡢఫᏯࡀὶኻࡍࡿ➼ࠊቯ⣙
   ༓ᡞࠊ༙ቯ⣙    ༓ᡞࠊ୍㒊◚ᦆ⣙ 
  ༓ᡞࡢ⿕ᐖࢆཷࡅࡓࡇࢆ⫼ᬒࠊḟࡢⅬ
ࡘ࠸࡚ᑐᛂࡀᚲせ࡞どⅬ࡛࠶ࡿࠋ㸦㆙ᐹᗇⓎ⾲ᖹᡂ
 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ձࢥࢫࢺࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫඃࢀࡓఫᏯࡢ౪⤥
ὠἼࡼࡿᐙᒇࡢὶฟࡣࠊᐙᒇ࣭ᐙ㈈ࡢ୍ษ
ࢆዣ࠸ྲྀࡾࠊఫᏯࡢ⮬ຊᘓࢆⴭࡋࡃᅔ㞴ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ⿕⅏⪅ࡢఫᏯྲྀᚓ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿྲྀࡾ⤌
ࡳࠊ⿕⅏⪅ࡀྲྀᚓྍ⬟࡞ࢥࢫࢺࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥ
ࢫඃࢀࡓఫᏯࡢ౪⤥ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ղ⏕࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢά⏝ࡸ┬࢚ࢿࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ⿕⅏క࠺⿕ᐖࡢᣑ
ࡸ㟁ຊ౪⤥ࡢῶᑡࢆዎᶵࠊ⏕࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࡢά⏝ࡢᣑࡸ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢᙉ
ࡢ㔜せᛶࡀᅜẸᗈࡃㄆ㆑ࡉࢀࠊఫᏯ⯆
Ḟࡃࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸どⅬ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸰㸧ᆅᇦఫᏯ⏘ᴗࡢᙺ
ձᆅᇦఫᏯ㛵㐃⏘ᴗࡸᯘᴗ➼ࡢ⏕ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ྛ⿕⅏ᕷ⏫ᮧ࡛⯆ィ⏬ࡢ⟇ᐃࠊᕷ⾤ᆅࡢ
⏕ࠊᏯᆅ㐀ᡂࡢ㐍⾜ᚑ࠸ఫᏯ⯆ࡶᮏ᱁ࡍ
ࡿࡇࡀᐃࡉࢀࠊఫᏯ⯆ᢞୗࡉࢀࡿ⭾
࡞㈨㔠ࡀᆅᇦఫᏯ㛵㐃⏘ᴗࡸᯘᴗ➼ࡢ⏕ά
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ղ⿕⅏๓ࡢ⾤୪ࡳࡸᬒほࡢಖ
ᆅᇦࡸ㞟ⴠ࡛ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚ࡁࡓఫᏯࡢᙧែࠊ
ࢹࢸ࣮ࣝࠊᵝࠊ⣲ᮦ➼࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠕᬯ㯲
ࡢᘓ⠏࣮ࣝࣝࠖᆅᇦࡢఫᏯ⏕⏘⪅ࡼࡾ⾤୪
ࡳࡸᬒほࡀಖࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋఫᏯ⯆ᮇࡇࡢ
࣮ࣝࣝࡽ㐓⬺ࡋࡓఫᏯࡀ㔞౪⤥ࡉࢀࡓሙ
ྜࠊ⿕⅏๓ࡢ⾤୪ࡳࡸᬒほࡀ◚ቯࡉࢀࠊ↓⛛ᗎ
࡞ᬒほࡀᙧᡂࡉࢀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ
ճᖹᖖࢆ㉸࠼ࡿ㟂せࡢ⏕⏘యไࡢᵓ⠏
ᆅᇦࡢఫᏯ⏕⏘ࡢᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿᕤົᗑ➼ࡀ⿕
⅏⪅ࡢᬽࡽࡋࡢᘓࠊᆅᇦ⏘ᴗࡢ⏕ࠊᬒほࡢ
ಖࠊṔྐᩥࡢ⥅ᢎࠊ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢほⅬ
ࡽࠊ⿕⅏⪅ࡢྲྀᚓྍ⬟࡞ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯࢆ⏬
ࡋࠊᖹᖖࢆ㉸࠼ࡿ㟂せᑐᛂ࡛ࡁࡿ⏕⏘యไ
ࡢᵓ⠏ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸱㸧ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯࡣ
⿕⅏⪅ࡢ⮬ຊᘓࡢࡓࡵࡢ୍ᐃࡢࢥࣥࢭࣉࢺࢆ
‶ࡓࡍᮌ㐀ᡞᘓఫᏯࠊᖹࢆ㉸࠼ࡿ㟂せᑐᛂ
ࡋ⏕⏘ࡍࡿࡓࡵࡢ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⥲⛠ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛ᮌ㐀ᡞᘓ࡚බႠఫᏯࡢά⏝ࡶᐃࠋ

㸦㸲㸧ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒యไᩚഛ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⿕⅏⪅ࡢ⮬ຊᘓࡢ
ࡓࡵࡢࠊᆅᇦࡢẼೃ㢼ᅵࡸᬒほ㓄៖ࡋࠊᆅᇦᕤ
ົᗑࡸ㛵ಀ⪅ࡢᡭࡼࡿࠊᆅሙ⏘ᮦࢆά⏝ࡋࡓప
ᗮ࡛ရ㉁ࡢ㧗࠸ࠊᮌ㐀ఫᏯ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍ
ࡿࡇࡀᛴົ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⿕⅏୕┴ᐁẸ㐃ᦠࡼࡿᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ㐃⤡
㆟ࡢタ⨨㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ᥎㐍༠
㆟ᨵ⤌㸧ᙺ
㸦㸯㸧ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ㐃⤡㆟ࡢタ⨨
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ୕┴ᐁẸ㐃⤡㆟
 ࢆタ⨨ࡋࠊ ᭶ᒾᡭࠊᐑᇛࠊ⚟ᓥᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ
㐃⤡㆟㸦ົᒁᘓ⠏ኈົᡤ༠㸧ࢆタ⨨ࠋ
㸦㸰㸧ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ㐃⤡㆟ࡢᵓᡂᅋయ
ձ⾜ᨻ㛵ಀղタィ㛵ಀᅋయճᘓタ㛵ಀᅋయ
մ㈨ᮦ㛵ಀᅋయյᮌᮦ㛵ಀᅋయ➼࡛ᵓᡂ
㸦㸱㸧タィ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒࢞ࢻࣛࣥࡢసᡂ
  ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ㐃⤡㆟ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡼࡾ
άືࢆᒎ㛤ࡋࠊ୕┴ྜྠ㐃⤡㆟➼㏙  ᅇࢆ㉸
࠼ࡿ㆟ࢆ⤒࡚ࠊ ᭶ࠕᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ タィ
⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒࢞ࢻࣛࣥࠖࢆసᡂࡋࡓࠋࡇࡢ࢞
ࢻࣛࣥࡣࠊ⿕⅏⪅ࡢ⮬ຊᘓᨭࡢࡓࡵࠊᆅ
ඖᕤົᗑ➼ࡼࡿపᗮ࡛ရ㉁ࡢⰋ࠸ᆅᇦᆺ⯆ఫ
Ꮿࢆ౪⤥ࡋࠊ⯆ࡢ୍ຓࡍࡿࡓࡵࡢᡭᘬ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸲㸧ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࡣ
  ࠕᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ㸴ࡘࡢࢥࣥࢭࣉࢺࠖࠕ⏕⏘
ࢩࢫࢸ࣒㸴ࡘࡢせ⣲ࠖࢆᇶᮏࡍࡿࠋ
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ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ
㸫㸴ࡘࡢࢥࣥࢭࣉࢺ㸫
ձ㛗ᮇ⏝
࣭㛗ᮇඃⰋఫᏯࡢᛶ⬟ࢆᇶᮏ࣭ᕷሙὶ㏻ࡍ
ࡿᬑ㏻ࡢ㒊ᮦ➼ࡼࡾಟ⧋ࡀྍ⬟࣭ᆅᇦᕤ
ົᗑ➼ࡼࡿ⥔ᣢ⟶⌮㠀ᖖᑐᛂࡀྍ⬟
ղᑗ᮶ᡂ㛗㸦ࢫࢣࣝࢺࣥ㸧
 ࣭⮬⏤ᗘࡢ㧗࠸ࢩࣥࣉ࡛ࣝᑗ᮶ࡢኚᑐᛂ
ճ⎔ቃᑐᛂ
 ࣭┬࢚ࢿࠊ࢚ࢿ➼ᑐᛂࡋ⎔ቃ㓄៖
մᗮ౯
 ࣭⿕⅏⪅ࡢྲྀᚓࢆ๓ᥦࡋࡓపᗮ࡞౯᱁
յᆅᇦ㐺ྜ

 ࣭ᆅᇦࡢẼೃ㢼ᅵࠊᩥࠊᬒほㄪࠊᆅᇦ
ᮦࡢά⏝
ն㟂せᑐᛂ
 ࣭⿕⅏⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡸ⯆ᮇࡢᖹࢆ㉸࠼ࡿ㟂
せᑐᛂྍ⬟࡞ࢩࢫࢸ࣒
ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒
  㸫㸴ࡘࡢせ⣲㸫
ձタィ
 ࣭タィィ⏬ࡢᇶᮏ࣮ࣝࣝࢆỴᐃ࣭ᮦᩱࡢつ᱁
ᕤᡭ㡰ࠊ⣡ࡲࡾ➼ࡢྜ⌮ࠊᶆ‽
࣭ᶆ‽ᵝ✚⟬య⣔ࡢඹ᭷
ղ౯᱁పῶ
 ࣭ᘓ⠏㈨ᮦࡸᕤἲࡢ⤫୍ࠊᶆ‽࣭ఫᏯ㈨ᮦ
⏕⏘ᴗ⪅㐃ᦠࡋᗮ౯࡞㈨ᮦㄪ㐩࣭ᕤᮇ
ࡢ▷⦰࣭✚⟬࣮ࣝࣝࡢ᫂☜ࠊ⤫୍
ճ㈨ᮦㄪ㐩
 ࣭㛵ಀᴗ⏺㐃ᦠࡋㄪ㐩ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏࣭タィ
㒊ᮦຍᕤࡢ㐃ືࡼࡿ࡞㈨ᮦㄪ㐩
մᕤ⛬⟶⌮
 ࣭㐍ᤖሗࡢඹ᭷ࠊ㐺ṇ࡞ᕤ⛬⟶⌮ࡢᨭ
յ⥔ᣢ⟶⌮
 ࣭ᆅඖᕤົᗑ➼ࡼࡿ⥔ᣢ⟶⌮ࡢయไࡢᵓ⠏
նᕤົᗑᨭ
 ࣭ྛ✀ሗࡢᥦ౪ࠊᢏ⾡┦ㄯࠊᢏ⾡ㅮ⩦➼ࠊ
タィཬࡧྛ✀ᡭ⥆ࡁࡢᨭ
㸦㸳㸧ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ౪⤥ࡢຠᯝ
ձ⿕⅏⪅⮬ຊᘓᨭۑపᗮ࣭㧗ရ㉁࣭ᏳᏳᚰ
࡞ఫᏯࡢ౪⤥ࣜࣇࡓࡏࢃྜࣝࢱࢫࣇࣛۑ
࣮ࣉࣛࣥࡢᥦ౪
ղᆅᇦ⤒῭ࡢάᛶۑ୰ᑠᕤົᗑࡢఫᏯ౪⤥ࡼ
ࡿἼཬຠᯝۑ㞠⏝ࡢฟ
ճࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ㈉⊩ۑᆅᇦࡢఫᩥ⥅ᢎࠊ⾤୪
ࡳࡢ⥔ᣢ࣭ಖ
մᆅ⏘ᆅᾘۑᮌᮦ⯆ۑ᳃ᯘ࣭ᯘᴗࡢ⏕ۑᆅሙ
⏘ᮦࡢά⏝
㸦㸴㸧ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯࣔࢹࣝᥦ

௦௦ࢆ⥅ࡄᐙ㸦ᒾᡭ㸧

㧗ᗋᵓ㐀Ỉᐖᑐᛂࡢᐙ㸦ᐑᇛ㸧

ᾏඹ⏕ࡍࡿᐙ㸦ᒾᡭ㸧

㛫ษྍኚᑐᛂᆺ㸦⚟ᓥ㸧

ᆅᇦఫᏯィ⏬≉ู㈹ཷ㈹
ᆅᇦఫᏯ⏕⏘⪅ࢢ࣮ࣝࣉࡢⓏ㘓⏕⏘యไࢆᵓ⠏
ࡋࠊᆅᇦᆺ⯆ఫᏯࡢ᥎㐍⿕⅏⪅ᨭࢆᅗࡗࡓࡇ
ࡀホ౯ࡉࢀᆅᇦఫᏯィ⏬≉ู㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓࠋ

⾲ᙲᘧ㸦ᒾᡭ┴ఫ⏣⏫㸧

⾲ᙲ≧

ᅜᅵ㏻┬ఫᏯᒁ㛗➼୕┴࡛ᨭせᮃ
୕┴ࡢᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ᥎㐍
⯆άືᨭࡘ࠸࡚せᮃ
ࡋࡓࠋ


 ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ᥎㐍༠㆟ࡢタ⨨ྲྀࡾ⤌ࡳ
㸦㸯㸧ᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ᥎㐍༠㆟ࡢάື
 ᮏ༠㆟ࡣࠊ➨  ࢫࢸ࣮ࢪࡋ࡚ࠊࡼࡾᐇ㊶ⓗ
࡞άືࢆᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊ⤌⧊ࢆᣑ
ࡋᪧᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ㐃⤡㆟ࢆᨵ⤌ࡋᆅᇦᆺ
⯆ఫᏯࡢ᥎㐍ࢆ✚ᴟⓗᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸰㸧ᆅᇦఫᏯ⏕⏘⪅ࢢ࣮ࣝࣉࡢⓏ㘓
  ᮏ༠㆟ࡣࠊᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ⏕⏘యไࡢᵓ⠏ࢆ
ᅗࡿࡓࡵࠊᆅᇦࡢఫᏯ⏕⏘ࢆᢸ࠺タィົᡤࠊᕤ
ົᗑࠊᮌᮦ⏘ᴗ㛵ಀ⪅ࠊᘓᮦὶ㏻ᴗ⪅➼࡛ࡘࡃ
ࡿᆅᇦఫᏯ⏕⏘⪅ࢢ࣮ࣝࣉࢆⓏ㘓ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ 
᭶  ᪥ࠊᅜࠊ┴ࡣࡌࡵᮏ༠㆟ᵓᡂဨࠊ⏕⏘⪅ࢢ
࣮ࣝࣉࡀ୍ྠࡋฟⓎᘧࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⏕⏘⪅ࢢ࣮ࣝࣉฟⓎᘧ

⯆ఫᏯ࢞ࢻࣛࣥㄝ᫂

ࣉ࣮ࣝࢢ⪅⏘⏕ࡢ┴୕ۑⓏ㘓ᩘ㸦Ⓨ㊊ᙜึ㸧
   ᒾᡭ㸦ᵓᡂဨᩘ⣙  ᴗ⪅㸧
ᐑᇛ㸦ᵓᡂဨᩘ⣙  ᴗ⪅㸧
⚟ᓥ㸦ᵓᡂဨᩘ⣙  ᴗ⪅㸧
㸦㸱㸧⾜ᨻࡽࡢᨭ㐃ᦠ
  ⾜ᨻ࡛ࡣࠊ⿕⅏⪅ᘓࡢᨭไᗘࡋ࡚ఫᏯྲྀ
ᚓ➼ಁ㐍ࡢࡓࡵࡢຓᡂไᗘࡸ㔜࣮ࣟࣥᨭࡢࡓ
ࡵࡢᏊ⿵⤥ไᗘ➼ᡭཌ࠸ᨭไᗘࢆ❧ࡕୖࡆ࡚
࠸ࡿࠋᮏ༠㆟ࡣ┴ඹദࡋ⿕⅏ᆅ࡛ㄝ᫂ࢆ㛤
ദࡋᗈࡃ࿘▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸲㸧35 άື
ձᆅᇦᆺ⯆ఫᏯᏊ➼ࢆసᡂࠊ⿕⅏⪅㓄ᕸ
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ղ⏕⏘⪅ࢢ࣮ࣝࣉྡ⡙ࠊ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࠊᥦఫ
Ꮿሗࢩ࣮ࢺసᡂࠊ௬タఫᏯ㞟ሙ➼タ⨨
ճ⿕⅏ᆅ࡛ࡢఫᏯࣇ࢙➼ྛ✀࣋ࣥࢺ࡛ 35
մ+3 ά⏝ࠊ⿕⅏⪅࿘▱ࠊ࣐ࢫࢥ࣑➼ሗᥦ౪



ྎᕷክ࣓ࢵࢭ㸦ᐑᇛ㸧

 ࠸ࢃࡁᕷ㸦⚟ᓥ㸧



  㔩▼ᕷ࣭⯪Ώᕷ࣭ఫࡲ࠸ࡢᒎ♧┦ㄯ㸦ᒾᡭ㸧

 ᮌ㐀⅏ᐖබႠఫᏯࡢ







ᵔ⏫ࢣཱྀ㸦ᒾᡭ㸧
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 ᚋࡢㄢ㢟ᑐᛂ
㸦㸯㸧࣐ࢵࢳࣥࢢࢧ࣏࣮ࢺไᗘࡢタ㸦ᒾᡭ㸧
ᖹࢆ㉸࠼ࡿ㟂せᑐࡋ⫋ேࡸᮦᩱ㊊ࠊᕤົ
ᗑ᥈ࡋࡢᅔ㞴ࡉࡀㄢ㢟ࠋᆅᇦᆺ⯆ఫᏯ᥎㐍༠㆟
ົᒁሗࢆ୍ඖࡋࠊఫᏯ⏕⏘⪅ࢢ࣮ࣝࣉ
㛫࡛⼥㏻ࡋ࠶࠸ࠊ⿕⅏⪅ࢆᨭࡍࡿࠕ࣐ࢵࢳࣥࢢ
ࢧ࣏࣮ࢺไᗘࠖࢆタࡋᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸰㸧⫋ேཬࡧᕤ㛵ಀ⪅ࡢᐟἩタ➼ࡢ☜ಖ
ෆ㝣ࡽࡢᨭࡢ㝿ࠊ⿕⅏ᆅࡢ㊥㞳ࡢၥ㢟ࡀ
࠶ࡿࡓࡵᐟἩタࡢ☜ಖࡀㄢ㢟ࠋ┴ࡢ㓄៖࡛⿕⅏
⪅㏥ཤᚋࡢᛂᛴ௬タఫᏯࢆ᭷ຠά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸱㸧ఫᏯ⏝ᆅࡢ☜ಖ
⯆㒔ᕷィ⏬ᴗࡢಁ㐍ࡸẸ㛫ఫᏯ⏝ᆅࡢ☜ಖ
ࡀㄢ㢟ࠋ⏕⏘⪅ࢢ࣮ࣝࣉࡸᏯᆅᘓ≀ྲྀᘬᴗ༠
㐃ᦠࡋᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸲㸧ྛ✀ㄢ㢟ࡢゎỴࡢࡓࡵ
ᒾᡭ┴ദࡢࠕᒾᡭ┴ࡢఫᏯᘓಀࡿ⏕⏘⪅
➼ពぢ࡛ࠖㄢ㢟ࡢゎỴ࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 㟈⅏┤㠃ࡋᚋୡ⥅ᢎࡋࡓ࠸ࡇ
㸦㸯㸧ᘓ⠏⯆ᨭࢭࣥࢱ࣮άືࡢ⥅ᢎ
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άືࡢᡂᯝࡸኻⅬࡢ࡚ࢆཧ⪃ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
㸦㸰㸧ᖹࡽ⅏ᐖᑐ⟇⤌⧊ࡢᩚഛࡀᚲせ
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  ┴༢ࡢ⤌⧊ࠊୖᅋయࠊ┴ࡢᗈᇦ㐃ᦠ➼
 ࡀᚲせࠋ㟈⅏ࡣࡑࡢᆅᇦࡀቯ⁛≧ἣ࡞ࡿᜍࢀ
ࡀ࠶ࡾࠊᗈᇦ㐃ᦠ࡞ࢆᶍ⣴ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㸱㸧᪥㡭ࡽᘓ⠏㛵ಀᅋయࡋ࡚ࡢᙺࢆㄆ㆑ࡋ
ሗࢆඹ᭷ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ
  ᅇࡢ㟈⅏┤㠃ࡋࠊ⯆ᨭࢆᐇ㊶ࡋࠊྛᅋ
యࡢᙺࡀぢ࠼ࡓᛮࢃࢀࡿࠋࡇࢀࢆ᪥㡭ࡽㄆ
㆑ࡋඹ᭷ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㸲㸧⾜ᨻࡢ㐃ᦠࡀᚲせ
  ᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃᴗົࡸ⿕⅏ఫᏯ┦ㄯࠊࡑࡢ⿕
⅏⪅ᨭ࡞⥭ᛴᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊணࡵ
⾜ᨻ༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㸳㸧⯆ᨭάື㈨㔠ࡢㄪ㐩
  ᘓ⠏⯆ᨭࢭࣥࢱ࣮᪥㐃ࡀຓᡂࡋࡓࡼ࠺
 ࡞ࢣ࣮ࢫࡣ⛥࡛࠶ࡾࠊάື㈨㔠ࡢ‽ഛࡀㄢ㢟ࠋ
㸦㸴㸧⪏㟈デ᩿⪏㟈⿵ᙉࡢ㔜せᛶ
⿕⅏ᘓ⠏≀ㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ⪏㟈ᨵಟࡋࡓᘓ⠏≀
⿕ᐖࡢ↓࠸ࡇࡀุ᫂ࠋ⪏㟈⿵ᙉࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸵㸧ᆅᇦఫᏯ⏕⏘⪅ࢢ࣮ࣝࣉయไࡢᵓ⠏
⥭ᛴఫᏯ⏕⏘⪅ࢢ࣮ࣝࣉࢆ⤌⧊ࡍࡿࡇࡣ
ᅔ㞴ࠋ᪥㡭ࡽᆅᇦఫᏯ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࠊ
⥭ᛴࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿయไᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸶㸧⏝ྍ⬟࡞ᮌ㐀ࡼࡿᛂᛴ௬タఫᏯࡢᥦ
  㟈⅏ࡣᏘ⠇ࢆၥࢃࡎ✺↛ࡃࡿࠋᏘࡸ┿ኟ࡛ࡶ
ఫࡳࡼ࠸ࡢホุ࡛࠶ࡗࡓࠊ⏝ࡀྍ⬟࡛ᛌ㐺
࡞ᮌ㐀ᛂᛴ௬タఫᏯࢆᥦࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㸷㸧ὠἼ࡛タィົᡤࡀ⿕⅏ࡋࡓሙྜࡢㄢ㢟
࡚ࡢࢹ࣮ࢱࠊ㈨ᩱࡀὶኻࡍࡿࡓࡵࠊࣂࢵࢡ
ࢵࣉࡢࢹ࣮ࢱࣂࣥࢡࡀᚲせࠋ
 ࠾ࢃࡾ 
 ᘓ⠏⯆ᨭࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ⿕⅏⪅ᨭࡢᣐⅬ
 ࡋ࡚⿕⅏୕┴㐃ᦠࡋ⯆ᨭࢆ⾜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡇ
ࡀࠊ⿕⅏⪅ࡸᅜࠊ┴ᕷ⏫ᮧ➼ࡽಙ㢗ࡉࢀࠊྛ✀
⯆ᨭᴗࡢᑟධࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᮍࡔ
⯆㏵ୖ࡛ࡍࡀࠊᇵࢃࢀࡓ⿕⅏⪅ࡢ᪉ࠎࡢಙ㢗⾜
ᨻࡢ㐃ᦠࡼࡾࠊᚋࡶᑾຊࡋ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢࡈᨭ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
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Iwate Association of Architectural Firms
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Build Back Better 事例収集と整理について

Build Back Better is a concept for housing and community planning to post-disaster reconstruction and disaster preventions which
includes the new technologies, perspectives, and Incipient for institutionalisation. The cases in reconstructions from the Great East
Japan Earthquake were collected by literature review and interview to the interested parties and individuals from the three viewpoints;
1) New approaches to the post-disaster reconstruction, 2) Suggestions for the future community design, and 3) Not only to build a single
building, but also to include community building and/or whole area revitalisation programs. Although in many cases in the business
and facilities planning are in planning stage and have not completed at the moment, they were treated as cases by their proposed contents
and planning processes. While collecting those cases, a roundtable discussion was held among experts of Architecture, Urban Planning,
and Civil Engineering who have been working in the affected areas and having insights of reconstruction situation there. In the
roundtable discussion at the moment of almost four years after the disaster, six perspectives below and the viewpoint of analyse the
BBB cases have been discussed; 1) Characteristics of challenges of the Great East Japan Earthquake, 2) Difference between this disaster
and others, 3) Current state of reconstruction, 4) Obstacles of BBB projects promotion, 5) Contemplated issues of future reconstruction
in the stricken area, and 6) Sharing for the future disaster preventions. Eight issues listed below have been emerged from the discussion
and analysis; 1) Collaboration between civil engineering and architecture, 2) Ordering, procurement, and facility management, 3)
Residence (Support for temporary housing), 4) Promoting Group Relocation for Disaster Mitigation, 5) Residence (Disaster recovery
public housing), 6) Cope with the aged society, 7) Educational facilities, 8) Collaboration with professionals/experts and regional
community. In the reconstruction projects for the Great East Japan Earthquake, particularly recovery from Fukushima nuclear power
plant disaster, long-term responses are required and many new attempt and collaboration among experts have been expected.

Build Back Better 事例収集と整理について

1)土木と建築の連携 2)まちづくり事業
3)発注調達施設マネジメント 4)居住（仮設住宅支援）
5)居住（災害公営住宅） 6)居住（高齢者社会への対応）
本パブリックフォーラム資料編集 WG において、東日本
7)教育施設 8)地域と専門家の連携
大震災における住まい及びまちづくりに関する復興事業
これらの事例収集を行いながら、被災地の復興状況に
において、今後の災害対策及び復興のまちづくりに対し
詳しい建築・都市・土木の有識者の座談会を開催し発災
て参照しうる技術、視点、制度化への萌芽を含む内容と
被災地をより良い状態に再建すること（Build Back Better） から約 4 年が経過した現時点における、被災地をより良い
状態に再建する（Build Back Better）を事例の捉え方を中
の事例として整理収集を行った。
他方、被災地の状況は広範囲でかつ日々変化している。 心に、①今回の震災復興の課題、②従来の震災復興との
違い、③復興事業の現状、④BBB 事業推進を妨げるもの、
WG においても、被災地における様々な課題解決の取り組
みを網羅的に把握できたわけではなく、限定された資料、 ⑤被災地の将来像において想定すべき課題、⑥次なる災
害において共有すべきものなどの点から議論を行った。
関係者へのヒアリングなどの事例から整理を行った。特
但し現時点では事業及び施設計画では計画案段階のも
に福島県を中心とした原発災害については、長期的な復
のが多く、現時点では竣工段階に到達していない事例も
興が求められており、今後多くの新しい試みが期待され
多いため、計画段階の内容及びプロセスの内容から判断
るところであり、現段階では捉えきれていない点も留意
し事例として扱った。また代表的な 6 つの事例について、
いただきたい。
以下に事例の概要を示す詳細な原稿を掲載し概括してい
本 WG においても住まいづくり、まちづくりに関わる支
る。
援への取り組みの中で、建築単体の事業だけではなくま
ちづくりや地域全体の復興に関わる事業を中心に文献資
■掲載原稿
料・関係団体・関係者ヒアリングなどから幅広く事例収
居住（仮設住宅）
集に努めた。
「福島県における木造仮設住宅への取り組み－ログハウ
各事例を次の 8 つの項目に大別し、事例の概要及び特徴の
ス型を中心に－ 」
整理を継続して行った。
防災集団促進移転事業
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福祉仮設住宅「あがらいん」
□居住【高齢社会への対応】
■掲載原稿
相馬市営公営住宅-井戸端長屋/
居住（仮設住宅）
南三陸町福祉と住まいの連携/七ヶ浜町災害公営住宅
「福島県における木造仮設住宅への取り組み－ログハウ
□居住【災害公営住宅】
ス型を中心に－ 」
集落部/コミュニティ重視/木造
防災集団促進移転事業
「防災集団移転における丁寧な合意形成プロセスの力：
大槌町大ヶ口地区/岩沼市玉浦西地区
岩沼市玉浦西地区 」
大規模住宅/RC 造
居住（災害公営住宅
女川町運動公園住宅/多賀城市営桜木住宅
□教育施設
「日本建築家協会（JIA）東北支部宮城地域会の石巻市北
ランドスケープと一体になった計画
上町での復興支援活動 」
地域マネジメント
釜石市立唐丹小学校・唐丹中学校/
石巻市雄勝地区小・中学校
「復興から未来のまちを実現するために－岩手県釜石市」
宅地整備事業と関連した計画
専門家の地域連携
「失われた街」模型復元プロジェクト 縮尺模型による街
陸前高田市立高田東中学校/山元町立山下第二小学校/
や村の集合的記憶の再構築
石巻市立渡波中学校
「大学による被災自治体の支援 」
まちづくりの拠点
釜石市立鵜住居小学校・釜石東中学校/
■掲載事例
亘理町立荒浜中学校
□防潮堤
気仙沼市大島/女川町市街地
参照資料：
□コミュニティの継続
復興庁 HP 住まいの復興工程表他
「失われた街」模型復元プロジェクト/竹の会所/
被災地の各自治体 HP
みんなの家プロジェクト/
建築雑誌 2011.5～2014.12 日本建築学会
あすと長町でのコミュニティデザイン
みやぎボイス 2013、2014 日本建築家協会東北支部
□業の再興
新建築 2011～2014 新建築社
石巻長面浦/番屋プロジェクト/Ishinomaki2.0
他
□市街地の再生
新しいまちづくり
大槌町/釜石フロントプロジェクト/
陸前高田市高田地区中心市街地/気仙沼市内湾地域/
女川町中心部まちづくりデザイン/名取市閖上地区
商業の再生
石巻市 11 番街区商業再開発/いわき市小名浜
□防災集団移転促進事業
新しい手法
大船渡市差し込み型/気仙沼市小泉地区
大規模団地
岩沼市玉浦西地区/石巻市河北町二子団地/
仙台市南蒲生地区
中規模団地
石巻市北上町にっこり団地計画/七ヶ浜笹山地区
小規模団地
石巻市北上町小室集落/女川町竹の浦
□居住【仮設住宅】
住田町木造仮設住宅/木造仮設住宅群/
遠野市仮設住宅希望の郷「絆」/仮設のトリセツ/
*所属 1
**所属 2

*Organization 1
**Organization 2
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ABSTRACT: Disaster victims and evacuees in Fukushima Prefecture are still facing housing
instability and an uncertain future due to the impact of the Great East Japan Earthquake and
subsequent nuclear accident, and are still living in non-permanent homes, such as temporary
housing and rental housing. In Fukushima Prefecture, the number of temporary housing units to be
supplied by local construction companies was increased, as efforts were made to make up for the
expected shortfall.
    Through a request for proposals issued within Fukushima Prefecture, about 6,000 units
of temporary housing primarily consisting of wooden structures were built. Amidst the uncertainty
following the Great East Japan Earthquake and subsequent nuclear accident, attention had to be
paid to the provision of temporary housing both in terms of securing physical infrastructure to
protect the lives of disaster victims and evacuees, and in terms of creating a livable environment
for those living in temporary housing complexes and producing orders for local construction
companies. Here I discuss the wooden temporary housing effort with a focus on the approximately
600 log construction-style temporary homes.
The efforts made to construct wooden temporary housing after the recent disaster show
that based on the later reactions of residents, disaster challenges cannot be met by the conventional
supply of stable and efficient temporary housing from the Japan Prefabricated Construction
Suppliers and Manufacturers Association alone. Authorities must examine ways to bolster primary
evacuation shelters and to improve the usage of rental housing, and must also investigate their
overall approach to the supply of temporary housing.
When it comes to the development of mid-term housing solutions, including so-called
“temporary towns,” however, alternative options must also be examined. For example, there is the
option of repurposing and reusing wooden temporary housing, depending on its concrete
foundations, layout, and location, by changing some of the specifications so that it can be used in
semi-fire zones. Among the types of wooden housing options available, log construction homes
can be built in relatively large numbers, offer the highest rates of reuse, and are easily adaptable.
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ABSTRACT: Tamaura District, Iwanuma-shi is a coastal community of six hamlets devastated by the tsunami
following the 2011 Tohoku earthquake. The surviving families were faced to move to inland and are now facing the
daunting prospect of rebuilding their communities and livelihoods in the new locations. Local governments and
residents engaged in multifaceted efforts to achieve consensus that led to a successful and swift relocation.
The case of Tamaura was distinctive for the efforts to maintain the former communities. Allocation of evacuation
quarters and temporary housing retained the former communities. The restored communities were effective as
channels between local government and residents on all aspects of relocation and rebuilding. Dialogues could be
arranged at varied levels and venues based on the existing human network. An Exploratory Committee to formulate
a vision for the new communities featured a distinctive organization with a wide variety of stakeholders, including
females and the young, as well as males, elected officials and academic/professional members who facilitated the
discussion. Difficult and complicated topics such as the future vision for the communities, the physical plan, the
rules governing the form of houses and managing the community were discussed and decided in the committee with
the active engagement of all members. The case of Tamaura provides a valuable reference for group relocation.
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The Power of a Well Considered Process for Consensus Building
in a Group Relocation: Tamaura-nishi District, Iwanuma-shi
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ABSTRACT: Kitakami area is situated just on the Sanriku Sea front zone which suffered complete destruction and a
number of residents’ deaths by the Tsunami. Soon after, the safer area above the base tsunami elevation was proposed
for their new residential site where it is rather near to the sea and could be easily accessible for their livelihood from
the sea. For this scheme, we architects started to consult with these local displaced inhabitants for their future.
Therefore for this project, at first we organized local residential meeting boards, where all residents could share
proposals for their recoveries and new lives. At first, it did not work as expected, therefore the sub-board ‘town
planning committee of residents’ was founded, and then the whole scheme became functional as expected.
This new projected town should be planned not only by public officers alone, but also by displaced residents as well.
The project of Kitakami district was materialized with local residents group called ‘North Nikkori residential board’.
This was intended for all residential houses to face Kitakami River with car free safe pedestrian networks throughout.
All the other community facilities as schools, grounds, squares also arranged as a continuously connected open space.
By this, we intended any passerby to feel residents’ activities all the time and everywhere. Now the new school design
was projected. And again new residential boards were formed for that sake, to materialize their desires and demands.
At this site, also public housing will be constructed, and these will be maintained mainly by the residents, and
specially will be cared for each other by themselves. Also because many single isolated old people will become
common in the near future in Japan.
After the Fukushima accidents, it is obvious that in the realm of the developed modern world, the emergency
decisions will depend on the suggestions and consultation of honest specialists like architects. From now on, I would
like to consider our architects professions more profoundly as community architects to be with local residents.
ୖ⏫ୖᨭࡢጞࡲࡾ
ୖ⏫ࡣࠊᐑᇛ┴▼ᕳᕷࡢᮾ⨨ࡋࠊᮾ᭱⣭
ࢆࡿୖᕝἙཱྀࡽᾏᓊἢ࠸⥆ࡃᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋỤᡞ
௦ࡢᮏྜྷ㒆༑୕ᮧࡀ᱈⏕㒆ࡢᶫᾆ㺃㛗ᑿ㺃ዪᕝྜే
ࡋୖ⏫࡞ࡾࠊ ᖺᖹᡂࡢྜే࡛▼ᕳᕷ࡞ࡗ
ࡓࠋୖᕝࡀᒣࡽ㐠ࡪ㇏࡞ᰤ㣴₻ࡢ᪩࠸እὒࡢᙳ
㡪⫱ࡲࢀࡓᾏ⏘≀ᜨࡲࢀࠊ⣙  ୡᖏ⣙  ேࡀ
ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛Ṛ⪅  ேࠊ⾜᪉᫂
⪅  ேࡢࠊ⏕ᴗࡢ⿕ᐖࡶࡁ࠸ࠋ

 ୖ࡛ࡢ㧗ྎ⛣㌿ィ⏬ᨭάືࡣࠊᗄࡘࡢ㞟ⴠࡘ
࠸࡚ࠊ ᖺࡢ  ᭶ᩘᗘࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦:6㸧ࢆ⤒
࡚㧗ྎ⛣㌿ࢆ❧ࡋࡓࡇࡽጞࡲࡗࡓࠋ ᭶ࡣ࠸
ࡿࠊୖ࡛ࡣఫẸဨࢆᑐ㇟ࡋࡓ㞟ⴠࡈࡢㄝ᫂
ࡀ㛤ࢀࠊ ᖺࡢ  ᭶ࡽࡣࠊྛ㞟ⴠẖ㧗ྎ⛣㌿ྜ
ពᙧᡂ :6 ࢆ⾜ࡗࡓࠋఫẸྜពࡢ᪩ࡗࡓᑠᐊ㞟ⴠ࡛ࡣࠊ
ఱᗘࡢఫẸ :6 ࢆ㏻ࡌ࡚  ᭶ᮎࡣ⛣㌿ࢆࡲࡵࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡣᦙฟᅵ㔞๐ῶࡢࡓࡵ⮬↛ᆅᙧ
ἢࡗࡓẁࠎ㐀ᡂࡋࠊࡁ࡞Ḏࡢᮌࡸ㜵㢼ᯘ࡞ࡿഃ
ࡢ㞧ᮌᯘࢆάࡋࡓࠊ༡୕㝣ࡢ㢼ᬒ࡞ࡌࡴ㐀ᡂ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ⮬↛ᆅᙧἢࡗࡓ㐀ᡂࡣᬒほಖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
ᕤᮇ▷⦰ᕤ㈝๐ῶࡘ࡞ࡀࡾࠊఫẸ㺃⮬య㺃ᘓ⠏ᐙ
ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ┠ᣦࡍ┠ᶆࡀ▩┪ࡋ࡞࠸ࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
ୖࡲࡕ࡙ࡃࡾጤဨᨭάື
 ᖺ  ᭶ࡇࢁࡽࡣࠊᆅᇦఫẸࡀయ࡞ࡗ࡚ᆅᇦ
ࡢᮍ᮶ࢆ⪃࠼ࡿࠗୖࡲࡕ࡙ࡃࡾጤဨ࠘ࡘ࠸࡚ࡶྲྀ
ࡾ⤌ࡳࢆጞࡵࡓࠋࡇࢀࡣᚋࠊ▮⥅ࡂ᪩⾜ࢃࢀࡿ⯆
ᑡࡋ࡛ࡶᆅᇦఫẸࡢពᛮࢆᫎࡋࠊఫẸ⮬ࡽࡀୖࡢ
ᑗ᮶ࢆ⪃ࡿ⤌ࡳࢆ┠ᣦࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᗈᇦྜే
ไᐃࡉࢀࡓࠕ▼ᕳᕷᆅᇦࡲࡕ࡙ࡃࡾጤဨタ⨨᮲ࠖ
ᇶ࡙ࡃࠕୖࡲࡕ࡙ࡃࡾጤဨࠖࡣ▼ᕳᕷ㛗ࡽࡢጤკ
≧ࡢࢆཷࡅࠊ᭱⤊ⓗ▼ᕳᕷ㛗ࡢ⟅⏦ࢆ⾜࠺ࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᮲ࡼࡿጤဨࡣࠊ௵ពᅋయࡣ୍⥺ࢆ⏬

To reestablish new lives, with local inhabitants of Kitakami Area.
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TESHIMA Hiroyuki

ࡋࡓⓎゝຊࢆᣢࡘ୍᪉ࠊఫẸ㛤ࢀࡓࡣ࡞ࡾ㎞࠸
ࡇࡀḟ➨᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ ᖺࡢኟ㡭ࠊ
ࡲࡕ࡙ࡃࡾጤဨࡢୗ㒊⤌⧊ࡋ࡚ࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾศ⛉
㸦ᆅ༊ูศ⛉ศ㔝ูศ⛉㸧ࠖࢆタࡅࡓࠋᆅ༊ูศ⛉
ࡣࠊྛᆅ༊࡛⮬Ⓨⓗ❧ࡕୖࡀࡗࡓఫẸᅋయࢆẕయ
ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸦ࡗࡇࡾᆅ༊࡛ࡣ᪂ࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࠊ┦
ᕝ࡛ࡣᆅ༊ࡢ᰾࡞ࡿタࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍ࡞㸧ᆅ༊ࡢ
ᐇࢆᫎࡋࡓࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᆅ༊ูศ⛉࡛ࡢᆅ
⦕㛵ಀ᰿ࡃぶᐦ࡞㆟ㄽࢆ⤒ࡓពぢࢆࠕୖࡲࡕ࡙ࡃ
ࡾጤဨ࡛ࠖỴ㆟ࡋࠊ⤖ᯝࡋ࡚ࠊఫẸࡢពぢࢆᕷ㛗
⟅⏦࡛ࡁࡿ⤌ࡳࡀฟ᮶ୖࡀࡗࡓࠋ᭦ࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾጤ
ဨྛศ⛉ࢆ⤖ࡪ⤌ࡳࡋ࡚㐠Ⴀጤဨࡀ
タࡅࡽࢀࡓࠋ㐠Ⴀጤဨࡣྛศ⛉ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡀཧຍ
ࡋࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾጤဨᆅᇦࢆ⤖ࡪᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡗࡇࡾᅋᆅయィ⏬

᪤Ꮡ୰Ꮫᰯ㐠ືሙ࡞ࡢ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡀ㐃⥆ࡋࠊ┦
ຠᯝ࡛ᗈࡀࡾࢆᣢࡘࡼ࠺⪃៖ࡉࢀࡓࠋᏊࡶࡓࡕࡢά
Ẽࡀ⁄ࢀࡿࡇࡢ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࢆᅖࢇ࡛ྛタࡀ㓄⨨
ࡉࢀࠊࡇࡽ࡛ࡶ㈰࠸ࢆឤࡌࡿࡲࡕࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㜵㞟ᴗୖࠊࡗࡇࡾᅋᆅࡢᚲせ㐀ᡂ㠃✚ࢆ☜ᐃࡉࡏࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡾࠊ⅏ᐖබႠఫᏯࡢィ⏬ࡶ㛵ࢃࡿࡇ࡞ࡗ
ࡓࠋᚲせ㠃✚☜ᐃࡢࡓࡵࡣࠊタᴫせࢆㄝ᫂ࡋධᒃᕼ
ᮃୡᖏࢆ☜ᐃࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋୖ࡛ࡣ༢㌟㧗㱋
ࡢධᒃᕼᮃ⪅ࡀከࡃࠊ㛗ᒇࢱࣉࡢせᮃࡀከࡃࠊぢᏲࡾ
ࢆ㔜どࡋࡓ⅏ᐖබႠఫᏯࡢᥦࢆ᳨ウࡋࠊಶูࣄࣜࣥ
ࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࡋ࡚ぢᏲࡾࢱࣉከࡃࡢධᒃᕼᮃ
ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞᪉ྥᛶࡀぢ࠼ጞࡵࡓࠋ

ࠕࡗࡇࡾఫẸ᭷ᚿࡢࠖࡢィ⏬ᨭࡣࠊᕷࡽ
ᥦ♧ࡉࢀࡓ⛣㌿ィ⏬ࢆ⮬ศࡓࡕ࡛⪃࠼┤ࡋࡓ࠸ࠊࡢ
せㄳࢆཷࡅࠊ ᖺ  ᭶ጞࡲࡗࡓࠋ㐀ᡂᅋᆅ࠶ࡾࡀ
ࡕ࡞༢࡞ࡿ༡ྥࡁ༊ࡾ࡛࡞ࡃࠊ⌧ᆅ❧ࡗ࡚⮬↛ṇ
㠃ࡔឤࡌࡽࢀࡿ᪉ྥࢆᐃࡵࠊࡑࢀᚑࡗ࡚ィ⏬ࢆ⦎ࡾ
┤ࡍࡇࡽసᴗࡣጞࡲࡗࡓࠋఱᗘࡢఫẸ :6 ࢆ⤒࡚ィ
⏬ࡀࡲࡲࡾࠊḟࡢࢫࢸࢵࣉࡋ࡚⨾ࡋ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾ
ࡢࡓࡵࡢពぢ㞟⣙ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ㡭ࠊࡗࡇࡾᅋᆅ
యィ⏬ࡀィ⏬ኚ᭦ࢆ㏕ࡽࢀࡿែ㝗ࡗࡓࠋィ⏬୰ࡢ୍


㒊⏝ᆅࡀ࠼࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇ㉳ᅉࡍࡿィ⏬ኚ᭦࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ⏝ᆅ㊊㝗ࡗࡓᕷࡽࠊࡗࡇࡾఫẸ᭷ᚿࡢ

ࡗࡇࡾఫᏯᅋᆅࠊ⮬ຊᘓఫᏯ⅏ᐖබႠఫᏯ

ࠕ㏆ࡃィ⏬ࡋ࡚࠸ࡓ⅏ᐖබႠఫᏯࡢ୍㒊ࢆࡗࡇࡾ

ࡀ࠺ఫࡳศࡅࡿࡘ࠸࡚ࡣࠊࡗࡇࡾఫẸ᭷ᚿࡢ

ཷࡅධࢀ࡚ḧࡋ࠸ࠋࡑࡢୖࠊィ⏬ኚ᭦క࠸ᡂ

᳨࡛ウࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࡗࡇࡾᅋᆅ࡛ࡣࠕ⅏ᐖබႠ

ᮇࡣ୍ᖺᘏᮇࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠖࡢⱞࡋ࠸せㄳࡀ࠶ࡾࠊ

ఫᏯࢆᆅᇦ࡛ཷࡅධࢀࡿỴ᩿ࢆࡋࡓࠖࡓࡵࠊ⅏ᐖබႠ

ᝎࢇࡔᮎཷࡅධࢀࢆỴ᩿ࡋࡓࠋ

ఫᏯࡢయࡣ⮬ศࡓࡕᆅᇦ♫࡛࠶ࡿࠊࡢ⮬ぬࡀ࠶ࡿࠋ
⥔ᣢ⟶⌮ࢆྵࡵࠊ⅏ᐖබႠఫᏯࡀᆅᇦࡢᬒほࡸࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸࠊぢᏲࡾ࠺࠶ࡿࡁࢆᆅᇦయ࡛⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ୖࡲࡕ࡙ࡃࡾጤဨࡢศ㔝ูศ⛉ࡣࠊࡑࡢࠎࡢ
ᚲせᛂࡌ࡚タ⨨ࡉࢀࡿࠋࡗࡇࡾᅋᆅࡢබඹタࡢ᳨
ウࡀᕷᙺᡤෆ㒊࡛ጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆཷࡅࠊ2014 ᖺ 9 ᭶
ࡽࡣࠊࠕୖ୰ᚰ㒊ࢆ⪃࠼ࡿศ⛉ࠖࡀ❧ࡕୖࡆࡽࢀࠊ
බඹタィ⏬ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓྠᮇࠕୖࡢ
Ꮚࡶࡢ⎔ቃࡘ࠸࡚ࡳࢇ࡞࡛⪃࠼ࡓ࠸ࠖ࠸࠺ጤဨ
ࡽࡢពぢࡼࡾࠕᏊࡶศ⛉ࠖࡶάືࢆጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡵ
ཎⓎᨾࢆᶓ┠ぢ࡞ࡀࡽࠊᑓ㛛ᐙᆅᇦ♫ࡢᅾࡾ
᪉ࢆ⪃࠼ୖ㏻࠸⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ⌧௦࠾࠸࡚㧗ᗘ࡞ᑓ
㛛ᛶࢆせࡍࡿỴᐃࡣࠊ⾜ᨻ࣭ᆅᇦఫẸ᪉ࡢㄔᐇ࡛
ඃࢀࡓᑓ㛛ᐙᨭࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋୖᨭࢆ㏻ࡋ࡚
ࠕබඹࠖ࠸࠺ᴫᛕࡀᆅᇦ♫࣭⾜ᨻ᪉ࡗ࡚㞀ቨ
᪂ࡋ࠸ࡗࡇࡾᅋᆅࡢయィ⏬ࡣࠊࡗࡇࡾఫẸ᭷
࡛࠶ࡿࡇẼࡃࠋ⾜ᨻࡣබᖹᛶ⦡ࡽ࡚⮬⏤⪃࠼
ࡿᶵࢆኻ࠸ࠊᆅᇦ♫ࡣࠕಶබࡢ㛫ࡢ⦆ࡸ࡞㐃
ᚿࡢࡢኌࢆάࡋ࡞ࡀࡽࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾጤဨ᳨࡛ウࡉ
⥆ࠖࢆኻ࠸ᰂ㌾࡞ᆅᇦ㐠Ⴀࡀฟ᮶ࡎ࠸ࡿࠋࡑࢇ࡞ࡇ
ࢀࡓࠋࠕ⏝ᆅࡀ⊃ࡍࡂࡿࠖࡢᏳࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࠊ᪤Ꮡ
㔝⌫ሙࠊ᪂タᑠᏛᰯ㐠ືሙࠊᨭᡤ㥔㌴ሙව࠾⚍ࡾࡦࢁࡤࠊ ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽୖ㏻࠸⥆ࡅࡼ࠺ᛮ࠺ࠋ
*බ┈♫ᅋἲே ᪥ᮏᘓ⠏ᐙ༠(JIA)ᮾᨭ㒊ᐑᇛᆅᇦ

*Miyagi Region, Tohoku Chapter, The Japan Institute of Architects
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ABSTRACT: The local government of Kamaishi City (Iwate Prefecture, Japan) established “Kamaishi Future
Town Project” as a platform for guaranteeing human resources to carry out numerous reconstruction projects
simultaneously and also for “Build Back Better” reconstruction. It is the system that could achieve selection of
excellent professionals, full utilization of private sector, and promotion of civic participation during reconstruction
process. Architects for the designs of one civic hall, one city information center, two elementary and junior high
schools, one children institution and public housing were selected by proposal competition on this platform.
Although the designs were undertook sincerely by hearing opinions of local residents and reflecting regional
characteristics, constructors could not be decided within normal bidding system because of the increase of
construction cost caused by high concentration of reconstruction projects and playing host to Tokyo Olympics.
Therefore, the government reduced the risk of bidding disorder by using conditional purchase for the construction
of public housing in urban areas and ECI (Early Constructor Involvement) for the construction of schools.

To

realize real “Build Back Better” reconstruction, it is necessary to keep challenging new attempts, avoid risks and
continue with careful process management.
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鵜住居小学校・
釜石東中学校
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鵜住居地区
復興公営住宅 150 戸
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復興公営住宅 430 戸

唐丹小・中学校
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ǆŦ.yǊBƷŢ<,/ Build Back Better +ąƩB

東部地区

釜石市

唐丹小白浜地区

復興公営住宅 30 戸

凡例
東日本大震災浸水域
復興公営住宅（3 地区以外）
公共施設

宮城県
※復興公営住宅戸数は、復興庁：住まいの復興工程表（平成 26 日 9 月現在）より
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For realizing the City in the Future by Reconstruction

:I-.:E
TSUKUDA Haruka*
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ABSTRACT:  To relief the difficulty of the reconstruction from the disaster, the support from organizations,
such as universities or association of professionals seems to be effective; however, there are some points of concern
to achieve the support smoothly. After the disaster, T ohoku University has signed a comprehensive agreement with
Ishinomaki City for the reconstruction and sent the special taskforce to help the progress or to develop the quality
of reconstruction. The taskforce has brought Ishinomaki following two types of support. First is “practical
application of disaster science”; and second is “acceleration of considered reconstruction projects.” The first is
performed by integrating expert knowledge, knowledge from past earthquakes and support efforts of other
municipalities after the Great East Japan Earthquake, and providing comprehensive and technical advice through
the Ishinomaki Recovery Promotion Council, which was established in the city. Each of the affiliated WGs, and
committees of people involved in actual implementation. The second type of support involves giving advice based
on technical knowledge and coordinating between vertical and horizontal administrative divisions. This is because
it is necessary to bring various recovery efforts together and implement high-quality formation of space, as various
organizations simultaneously undertake recovery projects and they tend to be planned separately. Further, in
addition to oral statements of opinion, experts from the three fields of architecture, civil engineer, and urban
planner come together and devise alternative plans for projects. Planning coordination that goes beyond individual
projects is a response to the fact that it is hard for consultants who are entrusted with tasks to consider overall
situations, and also a reflection of the circumstances of areas struck by disaster, where opinions cannot be adopted
unless they are made concrete.
Keywords: Reconstruction Plan, a support by university, Ishinomaki City
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Earthquake Reconstruction Planning Process
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「失われた街」模型復元プロジェクト
縮尺模型による街や村の集合的記憶の再構築
正会員

場所の記憶

復元模型

○槻橋

修

1*

ワークショップ

The Great East Japan Earthquake and following terrible tsunami devastated the coastal area of the Pacific Ocean in
Tōhoku and Kantō areas. Many towns and villages were lost in an instant. As architects and urban designers, we
acknowledged menace of the nature and incompetency of human being, facing the terrible disasters. For all that, we
believe in architecture to construct new relationship between towns and the nature for next generations. For that,
what we have to do is to recognize and grasp what was lost by the tsunami. We keep our imagination for full and
enriched daily lives led in the towns and villages in order to mourn them. Through the project, we hope local people
of the struck areas and we can take a first step toward reconstruct the homes.
“Lost Homes Project” aims at restoring lost towns and villages by 1:500 scale models in order to inherit and
preserve memories accumulated in local scenery, environment and life.
Volunteer architecture students and university laboratories made the models, calling for joining all forces of local
inhabitants and those who wish reconstruction of lost towns and villages.
模型によるコミュニティの治癒をめざして
東日本大震災により、特に岩手・宮城・福島の太平洋
沿岸部に位置する街や集落ではその景色が一変してしま
うほどの甚大な被害を受けた。急ピッチで復旧が進めら
れる中、かつてのふるさとを思い出せなくなっている被
災者も多い。また福島第一原発事故によって住み慣れた
街から避難を余儀なくされた人々もまた、先が見えない
避難生活を送る中でふるさとの風景は、ひとびとの心の
拠り所となっている。

て治癒のプロセスではないかと考える。街の復興、人々
の心の再生にとって不可欠なプロセスである。
同時に被災地への思いを持つ全国の建築学生が、被災
地との関わりを持つ“きっかけ“となるツールとして
「模型」に着目した。制作過程で被災した土地への理解
を深め、そこから地域とのコミュニケーションを図るこ
とも期待された。

「失われた街」模型復元プロジェクト 1 は、東日本大震
災とそれにともなう大津波によって大きな被害を受け、
失われてしまった街や村を全国の建築学生のボランティ
アによって、縮尺１／５００のジオラマ模型で復元する。
また制作した復元模型を各被災地に一定期間展示し、住
民とのワークショップを通して白い模型の上に記憶の旗
を立て、着彩を施していくことによって、地域に育まれ
てきた街並みや環境、人々の暮らしの中で紡がれてきた
記憶を、模型の上に保存・継承していくことを目指す複
合的な復興支援プロジェクトである。
大災害からの復旧・復興では社会の活動を再生し、イ

図１

ンフラや住宅を新たに建設することに大きなエネルギー
が費やされるが、一方で私たちが失ったものについて、
理解し共有するための支援が必要である。一度時間を巻
き戻し、街を復元する。そしてそれらが失われてしまっ
たことを今一度、理解する。それはコミュニティにとっ

田野畑村の白模型(製作：早稲田大学古谷研究室)

制作した白い模型を被災地に運び、住民参加でおこな
う「記憶の街 WS」では、住民の方々は自身の持つ街の姿
を目の前にある模型に重ね合わせ、着彩を施しながら記
憶を呼び起こしていく。また模型を媒介として対話が生
まれることで、話し手の緊張を和らげる。模型は記憶を

“Lost Homes Project”
Commemoration of lost towns and villages by scale models

Osamu Tsukihashi
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全 26 大学 32 研究室の協力により、2015 年 3 月現在ま

呼び起こすとともに、話を引き出すツールとしても適し

でに 51 地域の復元模型を制作。総制作模型数は 318 ピク

ている。

セル（1 ピクセル：1m×1m）となり、実面積にして 79.5
㎢を復元した。
51 の模型制作地域の内、これまでに 29 地域にて復元模
型を用いた住民参加 WS を開催。総来場者数は約 8,000 人、
記録された証言数は約 23,000 件に及ぶ。2
WS に加えて復元模型の展覧会を東京、横浜、大阪、神
戸、盛岡、一関、仙台などにおいて計 9 回開催し、総来
場者数は 21,000 人を数える。

図２

WS の模様(2011 年、気仙沼市)

図４

“ふるさとの記憶”盛岡展(2014 年 NHK と共催)

震災から４年を迎え、被災地が新しい歩みを始めるとと
もに、集められた各地の場所の記憶を継承していくため
の仕組みづくりが今後の課題である。3
図３

宮古市田老地区 WS(2013 年、立命大宗本研究室)
註

模型と WS の規格を統一することで、被災者の記憶は

1 「失われた街」模型復元プロジェクト(www.losthomes.jp)

アーカイブ資料となる。模型の縮尺は街の記憶を想起す

2

るのに適する 1/500、大きさは１ピクセルあたり 1m 四方

特に 2013 年度に岩手 10 地域にて開催された WS は、

「シリーズいわて“ふるさとの記憶”」として年間を通し

に統一。また WS では、住民による自由な発話を旗に記

て特集され、同シリーズは第 51 回ギャラクシー賞[報道活

し模型の上に集めるという手法をとる。以上のような規

動]部門選奨賞(NHK 盛岡放送局)および、第 40 回「放送文

格のシンプルさが、より多くの建築学生と被災地住民の

化基金賞」(NHK 盛岡放送局と実行委員会にて共同受賞)

プロジェクトへの参加を可能とし、ムーブメントの持続

に選出された。岩手シリーズの参加研究室は、神戸大学

につながっている。

槻橋研究室、近藤研究室、早稲田大学古谷研究室、名古
屋市立大学久野研究室、愛知淑徳大学清水研究室、立命

復元模型には子供から高齢者まで、素人から専門家ま

館大学宗本研究室、東北工業大学福屋研究室、神奈川大

で、震災前を知らない人々にも、かつての街の豊かさを

学曽我部研究室、京都造形芸術大学中村研究室の８大学

伝える力がある。私達は復興の現場において、世代や立

研究室。

場を超えてひとつの地域を再生していくプラットフォー

3 津波被災地だけでなく、福島県浪江町、南相馬市小高

ムを構築したい。ふるさとの記憶を模型の上にみいだす

地区等では原発事故により避難生活を送っている地域を

ことにより、被災した方々に街を再び主体的につくって

対象にワークショップを開催し、故郷から離れた暮らし

いくきっかけを見いだしてもらいたい。そして未来の世

を余儀なくされているコミュニティを対象に地域アイデ
代にふるさとの豊かさと震災の記憶を継承していきたい。 ンティティを持続する試みにも取り組んでいる。
*神戸大学

*Kobe University
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第三回国連防災世界会議パブリックフォーラム

建築系五団体シンポジウム

「いのちを守る まちづくり／ 家づくり」
「本震災における Build Back Better 事例」を考える座談会

Summary
This roundtable discussion was held on February 7th 2015 in Sendai, among the experts of Architecture, City planning, and
Civil Engineering who have insights of the affected area of the the Great East Japan Earthquake, in order to carry out to
discuss the issues of post-disaster reconstruction and to obtain the new perspectives for interpreting them based on the cases
of “Build back Better”. The discussion attendees were as follows; Satoshi MASUDA, Michio Ubaura, and Katsuya HIRANO
(Tohoku University), Satoshi ISHII and Masahiro OHNUMA (Tohoku Institute of Technology), Yoshihiro KIKUCHI (Iwate
University), Hiroyuki TESHIMA (JIA Tohoku branch), Taiyo SAKAGUCHI (Moderator; Sendai National College of
Technology).
In the discussion, the following problems were discussed and summarized in terms of characterize the perspective of the
post-earthquake reconstruction from the Great East Japan Earthquake. They were summarized in nine perspectives. 1)
Reconstruction from Tsunami disaster, 2) Environmental issue and integrated Landscape design, 3) Model cases which
indicate the future society, 4) Residents and community-centered reconstruction and local governance, 5) Alternative
reconstruction in the shrinking community, 6) Regeneration of local livelihood, 7) New approaches for dealing with welfare
and educational issues, 8) Suggestions for expected roles and involvements of professionals and experts, 9) Community
building in peacetime and regional disaster prevention.
The greatest damages in this disaster were occurred by Tsunami. In this post-disaster reconstruction, it is important that both
reconstruction and future prevention from the Tsunami-triggered disaster such as move to higher ground, construction
seawall, low-level land utilization. In addition, because of the stricken areas are originally places in rich nature with beautiful
Rias coastlines -deeply indented and intricate coastlines-, well-considered environmental friendly planning and integrated
landscape designs are required. Inconsistencies and potential challenges of Japanese society are being exposed in the wake
of the disaster. For example, sometimes it doesn't match between an actual living area and administrative district due to the
so-called "great merger of municipalities in the Heisei era", and this situation inhibits the reconstruction. In terms of the
reconstruction, not only building something but also enhance the flexibility of social systems and stocks, and empowerment
of the community are being needed for reconstruction. For that, residents and community-centered reconstruction and local
governance are better option to build consensuses in a ultra-aging shrinking society. Regional revitalization and initiatives
with a view to re-establishment of a recycling-oriented regional economy system that is centered on regenerate of
"livelihood" that has supported the local community is important. It is being learnt from this practices that frequent
communication in daily life is the key for disaster reconstruction and prevention. Expected roles for administrative staffs,
professionals and experts have been changed. The importance of consensus building is increased, thus professionals are
expected to correspond to the complexity of the problems in sophisticated way. To rise awareness and knowledge of city
planning among residents, administrative staff, professionals and experts, and to train community building skills are to be
developed.
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の集落が滅びるリスクというものと、その町が衰退
していくリスクというものがどう重ね合わせて向き
合って行くかということを考えていかなきゃいけな
い。［→視点５］しかし大部分のプロジェクトはこれま
で通り、とにかく復旧する、というのが問題です。
今回の復興で新しい防災のあり方だとか、新しい防
災街づくりの在り方が出てきたかというと、なかな
かないというのが現状です。
増：逆に、防災の専門家の視点でいうと、ずっと言って
も無視され続けてきたので「この際にやれることを
坂：第三回国連防災世界会議の建築系 5 団体によるパブリ
やりたい」っていうのはあるんだろうけど。双方か
ックフォーラムでは、今回の震災復興の現時点にお
ら見て矛盾しているんだね。たぶん。
ける課題と新しい視点や評価の在り方を整理するこ
平：まあでも防災に取り組んでいる人にはコスト意識だ
とを目指しています。資料では、それらの事例の中
とか外部性とか、他にどういう影響を及ぼしてしま
から代表的な取組みを詳細事例として扱っています。
うかってことがなくて、防災水準さえ高まればそれ
・福島の木造仮設
でいいっていうような感じがしますよね。
・岩沼市玉浦西地区防災集団移転促進事業
姥：防災の専門家じゃなくて、防災を事業としてやって
・釜石市全体計画
いる人ですね。防災の専門家には俯瞰的に見てやっ
・石巻市での有識者による行政支援
ている人もいると思いますけど。
・石巻市北上町まちづくり委員会支援
坂：その時の水準は単純に「壊れない」ってこと？
・失われたまちプロジェクト
平：構造物だったら「壊れない」ですし、人が死なない
手：まずどういう視点で個別のプロジェクトを評価する
とかそういうこと。
かという、視点についての議論が重要かなと思いま
それは耐震設計基準とかもそうですよ。もちろん強
す。例えば復興当初、土木と他の分野の連携がかな
ければ強い程、安全性は高まりますけど、そのぶん
り重要なウェイトを占めていましたね。そういった
コストアップしちゃうから。それを国全体でどう負
ように、まずは被災地で活動する専門家として、見
担するのか、本当はセットで考えなくちゃいけない。
えていることをきちんと形にまとめることが重要だ
菊：宮古市･田老の高台集団移転地では、宅地造成が進め
と思います。
られていて、昨年 12 月に分譲抽選会が行われ、誰が
坂：まだ計画段階のものも多く、評価や良いか悪いかを
どこに住むか具体的に決まった状態です。大きな防
判断するのが難しいケースもあります。今回の BBB
潮堤の再建工事も進められており、高台移転と組み
事例掲載としては、「良いか悪いかを問う」のではな
合わせて復興整備が行われています。
く、現段階での課題や現場の専門家が必要と感じて
この地域は、これまで「津波防災の町」として取り
いる視点を見出したいと考えています。
組んできたところなのですが、被災したことでさら
平野先生。例えば防潮堤のつくり方や、土木分野で
に念入りになっている印象を受けていて。いま、ま
は実はこういったところが今後の震災復興では後に
ちづくり検討会も開催されていますが、復興事業の
参照されそうだという動きがあれば教えてください。
進め方を丁寧にやらないと、長年に渡って営まれて
平：結局、防潮堤の事業もそうですが、「金をかけて強く
きた地域での暮らし方が、今回の震災をきっかけに
していけば後世のストックとしてプラスになる」と
分断されてしまうのではないかという心配はありま
いう考え方の、矛盾とかおかしさにみんな気づいた
す。またそれは、この地域に限ったことではないよ
復興であったというのが一つ。
うに思います。
ただ、そのくせ事業そのものは依然として旧体制の
坂：先ほど平野さんが指摘された防災の考え方がメイン
動きしかしていなくて、そのギャップの中で被災地
ストリームだとすると、そこは変えられなくても、
が混乱し苦しんでいるとも言えます。本当だったら、
様々な分野の人と組むことによって、業界全体とし
その矛盾をどう折り合いをつけていくか、安全性は
てはバランスをとるという動きも少しありそうです
この程度で我慢して、その代り別のことをしようっ
か？
ていうようなことを考えなきゃいけないタイミング
平：どうでしょうね。それは各現場で苦労している所だ
ですよね。
と思いますけど。防潮堤については、住民が割れて
人口減少の局面に入ってきて、本気で将来の街づく
いるんです。住民が日常を考えて、「俺たちはいらな
い」っていうような方向に、バランスをとった判断
りを考えた時に、自然災害のリスクはもとより、そ
「本震災における Build Back Better 事例」を考える座
談会
日時 ：2015 年 02 月 07 日 9 時～11 時
場所 ：仙台市内
参加 ：増田聡・姥浦道生・平野勝也（東北大学）
石井敏・大沼正寛（東北工業大学）
菊池義浩（岩手大学）
手島浩之（日本建築家協会東北支部）
司会 ：坂口大洋（仙台高等専門学校）
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いですね。ここで出来なければ、恐らくどこでも出
ができるような状況であれば、我々としてもやりや
来ない、と言えるくらい大きなチャンスだったし、
すいのですが、やっぱりそうじゃないところが多い。
ある意味では実験する可能性があったんだと思うん
だからどんな地域でも、この集落を将来に向けてど
だけれど。既存の介護保険の制度の在り方とか福祉
う持続可能にしていくのかという長期展望を持って、
そのために過度に安全にすることによって持続可能
の在り方ではどうにもならない状況があった地域で、
性を下げることを危惧していて、防潮堤の反対運動
今後の日本全体の福祉の在り方を見据えて、何か新
をされている方々はまさにそういう方々だと思いま
しいことを実験的にやるべきだったし、できるチャ
す。そういう方々と、一方で何でもいいから安全に
ンスでした。結局ほとんどできなかったのが現実だ
してくれというように考えている人たちがどこの地
ったと思っています。
［→視点６］
域でも二分していて、一枚岩にならないんです。だ
「家ができてそこに住む」ことの先に、人の暮らし
からいろいろ苦労してるんです。
ではいろんなことが出てくるんだけれど、「出てくる
大：石巻市河北町長面浦において、生業（なりわい）、す
であろう現時点では見えないこと」については、お
なわち漁業の再生支援をしています。もちろん課題
金っていうのはなかなか付かないもので、目の前の
がたくさんあり、建設した番屋も十分稼働させられ
形のあるものとか、形になるもの、そういうところ
ていませんが。建築分野の支援だけに留まらないと
にいろんなエネルギーやお金も投入されていってし
はいえ、今回の震災復興の特色のひとつとして、生
まっていますね。しょうがないのでしょうけど。
手：それに関連して。今回の震災復興を通して、福祉や
産･なりわい、そして集落の再生といった視点が重要
だし、建築分野にやや欠けている視点だと思うんで
教育などの他のジャンルの専門家たちとの連携が重
すよね。
［→視点６］
要課題だと痛感しています。その連携が現実として
菊：昨年度から、岩手県沿岸部の小中学校を対象に、東
うまく機能すれば復興後の未来も大きく違ってくる
日本大震災での津波避難行動調査を行っていますが、
と思っています。
［→視点８］そう考えて、福祉の人た
その関係もあって、色々な方から今後の学校再建に
ちと一緒に何ができるかっていうことを何度も場を
ついての意見を聞く機会があります。例えば、ある
持って話はしたんですけど、実際それを実現させる
地域で校舎を新築再建するプランがあったとしても、
のは、本当に難しいんです。専門ジャンルが違うっ
園児の年齢層がかなり少なくなっている状況だとす
てことは、職業倫理や取り組み方、考え方が根本的
ると、どこまで学校として存続できるのか、という
に異なっているように思います。役人の縦割り行政
問題も出てきます。でも、学校を無くしてしまうと、
を簡単に批判できるほどこの構造は簡単ではないの
さらに人が住まなくなり、その地域は今回の震災を
だと思い始めています。
きっかけに消滅へと向かってしまう。縮退していく
福祉の考え方は、僕らが物事をコントロールする手
地域社会における復興まちづくりの問題として、そ
法として使っている「計画」とは考え方の仕組みが
ういったバランスが難しいなと感じています。
違うっていうか、うまく組み合わさらない気がする
石：私は福祉とか高齢者の環境ことをやっているので、
んです。これは震災復興のみならず、現代社会の在
そういう視点からいうと、震災で被災したところは
り方にとっても重要な課題です。
その以前からすでに少子化も高齢化も進んでいて、
石：南三陸なんかは、できる限り福祉と住宅の連携につ
いろんな問題を抱えていたところに震災が起こった
いてやろうとしました。町も県も、ハードの部局も
わけですね。じゃあどうやって新たにまちをつくっ
ソフトの部局も、たぶん思っていることは一緒なの
たり復興を進めるのかとなったときに少子化や高齢
だけれど、あんなに小さな町なのに、それがなかな
化の問題はさまざまな検討の必要条件として真っ先
か一つにならない。だからその間に入ってつなげる
に来てしかるべき問題だし、そこを軸に新しいまち
ようなことをしながら、同じ言葉で共有しながら、
の在り方とか暮らしの在り方を考えるべき時期だっ
同じ方向を向いてやりましょう、ということでやっ
たし、それができる唯一のチャンスだったんだけれ
てきてはいますけど…難しいこともありますね。
ども、結果から見ると、それがまちづくりやいろん
ソフト（福祉）は当然お金の問題も絡むわけで、ど
なことの中心にはなかなかなり得ない、わかってい
うしても既存の制度とか枠の中でしかできないし考
てもできない、という現実が浮き彫りになったよう
えられない。ましては自治体も財政的に厳しいわけ
に思います。
で、独自に何かすることなんかできないし、国の仕
ただ、そんな中でも、人口減少や超高齢社会のこと
組みの中でしか動けない。あんな小さな町だから、
やその先のことを考えた住宅づくりとか、まちづく
本当はお金の使い方だって少し考えればいろいろな
りとかいくつか意識的に、意欲的に取り組んでいる
ことが出来る余地があるのだと思いますけど。あの
事例はあります。ただ、本質的に大きなことが解決
小さな町でできないことはたぶん日本全国どこに行
できているのかっていうと、できているとは思えな
ったってできない。
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住宅は「今」形を求めていくしかない一方で、福祉
は目の前に必要な人が出てきて必要だといわなけれ
ば対処できない。同じタイムラインに乗ってうまく
連携ができない理由はそこにありますね。
坂：皆さんから挙がった問題解決の仕方の中で、今まで
と少し違うアプローチであるとか、あるいは制度と
制度の間をうまく繋いでいる事例。現時点では制度
化はされないがこういう部分をヒントにすると今後
の制度改正につながるのではないかというような、
時代の転換点を示す事例は、何かありますか？
……
平：それがないっていうことが最大の問題ですね。普通
にまちづくり計画とかで言われていることを、既存
の制度の枠の中で、それをどうごまかしながら、こ
の復興で実現するかってところをみんな苦労してい
る感じがすごくしています。「こんなすごいことがで
きました！」と言える状況に全然ない気がするんで
すけど…。
坂口先生の問いかけにみんな静かになったのはそう
いうことだと思うけど。「これぐらいのことはできな
きゃだめだよね」って言われてることさえ本当に出
来ない。当たり前のことさえできないってところで
みんな悶々と戦ってる感じですね。
手：確かに、震災後に当たり前に出来るだろうと思って
いたことがまったく出来ないという事実は、広く伝
えた方がいいですよね。
○：宮城県建築士会の砂金さんとも少し話をしたんです
けど、建設産業の職人不足や、弱体化など、そうい
うことも紹介の事例として挙げてくべきだと思いま
す。そういうことを今回の反省のも含めて必ずどこ
かで振り返らなきゃいけないなと思います。
手：産業構造が成長時代から転換を図っている途中に起
きた大規模災害で、弱体化した建設業界でどう対応
するか/したかという視点ですね。［→視点］今回の震
災復興の建築設計の現場では、その課題に対しての
議論は結構あります。木材や建具の選択などに際し
て地域産業への貢献を考えるべきか、大量供給に対
応し易い大手メーカーの既製品を使用するかなど議
論になります。
また、石巻市北上町での防災集団移転団地の計画で
は、土木との連携を通して痛感したのですが、今回
の震災ほど環境のことが問題に上がったことは無い
と思います。［→視点２］防潮堤にしても何にしても、
景観や環境についての話がまず先に出ますね。
大：景観関連で行くと、天然スレートを使った建築につ
いて、1000 ぐらいの遺構について、どこに何がある
かをプロットしているんです。おそらく陸前地方全
体でいくと、全部で 2000 くらいに達するかもしれな
いという広がりを見せています。文化財の方では昭
和史に入ってくる部分なので、まだ歴史系でも農村

系でも拾えていない。たぶん世界のどこにもない集
落景観なんですけど、全体の把握すらなかなか大変
でして。災害前からきちんと拾っておくべきだった
なっていう反省があるんですけど。地域固有の農村
の景観保全の話は重要だと思っています。
［→視点２］
菊：岩手県では、来年度が復興事業に一番予算が付いて
いる年度と聞いています。あちこちで宅地造成や道
路工事が進められていて、去年あった山が今年は無
くなっていた、というのも目にします。また、山林
が伐採されて湾までの見晴らしが良くなり、そこか
ら見る風景は綺麗ですけれども、それが良かったの
かは分かりません。復興工事の現場では、日が沈む
と大きな機材がライトで照らし出され、不思議な雰
囲気を感じたりもしていて…、そのような状態の被
災地が今後どうなっていくかは、現地にいて注目し
ている点ですね。
平：「緑の防潮堤」っていう制度を国が作ったりといった、
土木の在り方の変化についても重要だと思います。
些細なことですけど、仙台海岸に今作っている防潮
堤で、海浜の希少種の植物が自生する浜のプロジェ
クトで、そのままズドーンとつくればいいのに、わ
ざわざそこを 50ｍくらい迂回して建設してるところ
があるんですけど、今までそういうことは無かった
ので…。
坂：それはどういう経緯でそうなったんですか。
平：反対する人や、環境省の人たちの声だと思いますし、
もちろん造る側の環境への意識が大きいと思います。
坂：環境調査に関する指標も、環境基本計画をつくって
なくて、もともとどういう植物が生えていたかって
いうことがわかっていないというか、どれくらい変
化したかっていうデータを、意図的にとっている所
は少ないというかどこの自治体も基本的に作れてい
なくて、影響そのものが図れないので、酷いところ
だと影響がなかったことになっています。
平：景観についても、道路整備などでは、これまでの復
興では何にも考えてない。今回は、防潮堤に関する
ガイドラインを作っているので、そういう意外な変
化は感じますね。
県の河川でできないので残念ですけど、河川堤防で
コンクリートを張ることは決まっていますので、お
構いなくコンクリートの上に土をかぶせて緑化する
なんてことを国は平気でやろうとしてますので、そ
れは時代の変化として感じます。
姥：根本はこの町にとって防潮堤とは何かっていうとこ
ろから話さないとだめですよね。そういうところを
総合的に考えることが根本的であるはずなんだけど、
やっぱり縦割り・画一的な防災になっているところ
が問題です。
さっき誰かがいいチャンスだって言いましたけど、
チャンスじゃないと思うんですよね。確かにあとか
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ダイムシフトがあって、今はつくるんじゃなくてつ
ら振り返ってみるとチャンスなんだけど、制度も景
気も無い中で、実態だけが厳しい状況に追い込まれ
くらない中でどうやっていくかっていうことの方が
ていると思います。だからこそ小さいことが出来な
重要になってくるんじゃないか、と思います。ある
くはないんでしょうけど、その中で何ができている
ものをどう活用していくかや、ある中にどうはめ込
かって言ったら、どの震災復興も何もできてない。
んでいくかの方が重要な視点だと思います。
［→視点］
例えば集落をどう小さくしていくかなんて、平時で
それを平時でやることでいざという時に新しいもの
は全く行われていない話をこういう時に急にできる
をどーんとつくらない発想で持続可能な街が作れる
わけがないですし、中心市街地活性化だって同じよ
ようにしておく、そっちの方が大事じゃないかと思
うな話です。防潮堤の話も町との関係とか景観を考
います。
えながら、地区として総合的に事業や空間をどう考
増：今、東松島で公共施設再編計画をつくっていて、で
えるのかってことを平時から考えていればこういう
もまったく別個で復興事業が東松島で動いていて、
ときにも出来るんでしょうけど…。
あまり議論をせずにつくっちゃってる。それよりも
手：「平時からの備えが、よりよい震災復興に繋がったケ
復興まちづくりの全体像の方が先でしょっていう意
見はたぶんいろんなところにあると思います。
ース」があれば、本当に良い事例ですね。
［→視点８］
石：建築とは離れるんですけど、福祉の分野でも平時か
平：姥浦さんが言った平常時にできていないことは災害
らやってないと出来ないことはたくさんありますね。
時にもできないって話はその通りで、今までの大規
仙台市内にある福祉関係の NPO は、震災前から仙台
模な災害復興がうまくいってるっていうのは、例え
市内で介護保険の制度の枠から漏れる人たちを支え
ば関東大震災では東京はインフラが足りなくてみん
ていたんだけど、震災後石巻に入り、石巻の一番大
なが虎視眈々とインフラを整備するチャンスを狙っ
きな団地の真ん中にある福祉仮設住宅を使って被災
てたんですよね。それで一斉に取り掛かる。戦災も
前と同じことをやりやじめました。その地域には介
そうですよね。阪神淡路の時は切れ目で、あの時は
護保険では対応できない様々な課題を抱えた人がた
インフラは大体整ってるということで土木系は全部
くさん集まってくるので、その人たちを支えるサポ
復旧です。
ート拠点をつくったわけです。仮設の住民だけでは
姥：区画整理もやりましたよ、準備してたやつ。
なく、石巻市民全体が被災者だという位置づけのも
平：区画整理は準備してたのをやってただけで、それで
とでの活動です。石巻市もその必要性を認識して、
も少し混乱があった。だから、災害危険区域をドン
場所を提供し、運営を委託する形で事業が行われて
と指定してまちを動かして作り直しっていう今回の
います。このような動きは他にあんまりありません。
復興と全く違うし、それ以前のものと比べても、今
震災前から問題がわかってやっていたから、今でき
までは右肩上がりだったから、足りないものをどん
ていることだと思います。実は「既存の枠」から漏
どんつくることを復興って高らかに言える状況だっ
れているところに大きな課題や本質があるというこ
たんだけど、「人口減少下での局面で復興するという
とを教えてくれますね。
ことがどういうことなのか良く分かっていない」こ
あと福島の木造仮設は建築としても面白いんだけど、
とが大きいのかな。
［→視点５］
一部団地では、認知症のグループホームを一緒に作
中越をみんなで勉強してなかったのは反省しますけ
っていて、仮設住宅団地として非常にうまくいって
ど、中越のやり方を勉強して「こんな大きな道路を
いるところがあります。ほとんどがグループホーム
復旧していいの」って話をするべきだったのかもし
を別敷地に、一般の仮設とは離してばらばらで作っ
れない。
ているんですけど、福島は一体として計画をして一
坂：これから人口減少していくと、これから計画をした
つのまちをつくっています。グループホームが拠点
り、大きく変える事が平時でも少なくなってきます。
となって地域住民と一緒に活動している。非常にシ
これまでは再開発だろうが合併だろうが、建築をつ
ンプルな計画だけど、できそうでできなかった計画
くることが結構あり、でもこれからはそういうこと
だと思います。そんな視点がなければいざというと
が自治体の中でも総量が減ってくる。ますます平時
きできない。
のトレーニング量が不足してくると思います。そう
相馬市の長屋型の災害公営住宅も、建築としてはも
なると、如何に少ないコストでしのぐかっていうこ
う少し作り方があるんじゃないかと思う点もありま
とが前提になった時に、トレーニングの仕方を考え
すけど、実験的な試みとしては非常に面白いと思い
ておかないといけないんじゃないかと思います。
ます。南三陸でもそういうことを提案はしてきたん
姥：作るトレーニングは確かに減ってきていて、また作
だけれども、なかなか受け入れられない。あるとこ
り直さなきゃいけないときに難しくなるっていうの
ろでは簡単にできるのに、あるところでは全くでき
は確かにあって、区画整理なんかも極端な言い方を
ない。なぜできないかというと、建物ができてその
すると 70,80 年代で終わってますよね。そういうパラ
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先のことまで考えてしまうからです。「高齢者の介護
とかどうするの」ってことを考えだすとそれがつく
れない。
でも相馬はまずハードでできることからやりましょ
うと。福祉抜きで住宅だけで考えたところに割り切
りと可能性があります。同じようなことを議論して
いても、切り口の違い、決断の違いでできることが
変わってくるのも面白いなあと思います。南三陸の
ある地区の災害公営では、結果的に全戸車いす対応
でプランニングすることを決断しました。それも大
きな英断だと思いますが、自治体の実情に応じた考
え方、そこから導き出される結果というのはさまざ
まで興味深いですね。どれが正解なのかなんてわか
らないけど、長い目で見ながら、来るべき次の災害
に向けて検証するべきことだと思います。
大：平時からっていうことですと、片平小学校区の連合
町内会では「片平まちづくり会」が立ち上げられて
います。震災前から計画ができていて、震災のとき
は帰宅困難者を含め多くを受け入れて支えました。
防災面だけ見てもマンション単位で防災マニュアル
をつくったりと、割と議論しやすい状況にあります。
また地区内に公営住宅が建設されていますけど、そ
れも、地区住民が今まで考えていた景観の問題や街
並みの問題が議論になりまして、同僚の小杉先生が
支援して、いい形に進んでいます。というのも、半
年前に橋の近くに巨大なマンションができて、そこ
での反省があったので、住民が結束して勉強会を始
める動きになったのです。さらに現在は、公共空間
をまちづくり会でデザインする動きになってきてい
て、国連防災会議の舞台の近くなので、場合によっ
ては取り上げてもいいかなと思いました。
平：民間の動きでいうと、気仙沼は震災前から交通が不
便なのを逆手にとって「スローフードのまち」とし
て民間主体で取り組んでいて、これ自体はハードの
取り組みはあまりなかったんですけど、防潮堤問題
では宮城県に対して最後まで議論していたじゃない
ですか。あそこまで議論できたのはそういう備えが
あったからだと思うんですよね。同じ人がやったと
思うんですけど。そもそも産業も豊かでしたし。
もう一つは、これからの縮退の中で建築だとリニュ
ーアル、リノベーションが大事で ISHINOMAKI2.0 がリ
ニューアル案件を動かしているっていうのはある意
味、建築分野全体で備えがあったんじゃないかと思
う。あれは今のまちづくりの潮流を建築分野全体で
備えてきたことをうまく取り上げた民間ベースのい
い例だと思う。
いろんな東京への集金システムを是正したうえでの
話ですが、地域が自立して自活するべきではないか
という話があります。1 万人を切るような地域なら、
その 1 万人のお金で回るようなシステムをつくるべ

きだと思います。そんな視点での取り組みも今度の
震災復興の特徴のひとつですね。
［→視点４］
江戸時代は幕府に上納しながらそれができていたん
だから、地産地消でどう地域経済を回すかっていう
のが当たり前なんじゃないかって思いますけど。
坂：医療や公共施設など、広域で考えるべきサービスレ
ベルと、地域で自立してやるべきことを一度整理し
たうえでならやれると思いますね。
平：今回の震災で思ったのは、色々なことを平時に考え
ておくべきだったってことですね。例えば石巻で中
心市街地を元気にしたい、まちのメインストリート
をきれいにしようってまちが盛り上がったとしても、
管理者が県なので県が予算を付けてくれないと舗装
を取り換えることすらできない。川でも一緒で、ま
ちを流れる川を生かしたまちづくりをしたいって地
元の人が思っても管理者は県なのでできない。基幹
インフラを上が持ってしまうことの矛盾が出てきて
しまっています。今まではネットワークを構築する
時代だったのでそれでよかったんですけど、人口が
減っていく中でどう活用していくかって時に上意下
達型ではだめで、地域が管理権限を持つというスタ
イルにしていかないとうまくいかないと思う。
手：行政の単位・仕組みが社会の活性化を阻んでいるケ
ースは多いと思います。それに対する問い掛けや試
みがあれば、優れた取り組み事例として取り上げる
べきでしょうね。
［→視点３］
平：逆に広域的に見ても、基本的に今の市町村は江戸時
代の藩とあまり大きさが変わらない。徒歩と馬と川
しか移動手段がなかった時とガバナンスの範囲が変
わらない、これほどナンセンスなことは無くって、
今仙台の計画を考えようとすると通勤してくる山形
のことも一緒になって考えないとうまくいかないと
思います。仙台市の以前の都市計画審議会会長はち
ゃんとした人で、これからは人口減少でコンパクト
シティだと見極めて積極的に動いていたんですが、
そのスキを突くように富谷や名取で宅地開発や商業
開発が出来てしまった。それはちゃんと広域で協力
しなきゃいけない。都道府県も市町村もそこを見直
すいい機会だと思う。
手：北上町の防集団地計画の時に痛感しましたけど、自
分の家の前の 3 軒しか使わない道路のことも自分で
決める権限がないんですよ。すべて市道認定基準で
一律に決まってしまう。昔は公共っていうのはグラ
デーションがあって 3 軒しか使わないなら 3 軒が決
めてもよかったんですよね。そのかわりその管理も
自分たち 3 軒でやったんだと思います。100 人が使う
ところはその集落で決めたとか、個人と公共が緩や
かに繋がっていた筈です。今の社会制度では、個人
と公共しかなく、断絶してしまっていると思います。
「個人と公共の断絶に対する問い掛け」「自治に対す
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る問い掛け」のような視点は重要ですよね。また、
北上町にっこり団地の計画の際に「まちの中心につ
くられる災害公営住宅は誰が主体となって決めるべ
きか」といった疑問にぶち当たったことが有ります。
災害公営住宅は入居者のものではないし、誰も当事
者意識の薄いものになってしまいがちです。それが
まちの中心に出来てしまう。にっこり団地では、災
害公営住宅の主体は地域であるという自負が住民に
出来たので良かったのですが…。
［→視点４］
平：今回の復興事業を踏まえるとこの国のいろんなガタ
がみえてきてそれをどう正すかがこれからの課題じ
ゃないのと痛感しています。
石：阪神淡路大震災の時にグループハウスができました
が、そういう話ができたのも、あの時代は介護保険
がなかったっていうのが大きいんですよ。なかった
からそれを埋めるためにいろいろ工夫もしたし、で
きたんだけど、今は制度があるからそれと違うこと
をしようとすると余計なお金がかかってしまう。だ
からやらないんですよ。今回、宮城県には阪神の時
できてたようなグループハウスがないですよね、ほ
とんど。阪神にグループハウスを送ったのは実は宮
城県（当時の浅野知事）だったんですけど、その宮
城県に今回グループハウスがないというのはなんと
もおもしろい。
坂：その視点でいうと、公園の使い方なんかも、以前は
テント公演をするなど多様な使い方ができたのです
が、今は難しく、安全に遊ぶ場所になってしまって
いる。社会制度や、基準、社会ストックの充実が
様々な自由度を阻んでしまっている。
手：これも今後の社会の在り方にとって重要な視点です
ね。BBB というより、BBB を阻むもの」という視点で
すが…。
［視点３］
増：福島を見てると、住民が原則的にいない地域に予算
が入ってきて、地方自治制度が根本的になんなのか
よくわからなくなってくる。逆にいうと復興の補償
金とかをうまく回すシステムをもう一度考えるべき
じゃないかと思う。今は国がやってくれるのを待っ
ている状態になっているけど。原発地域で被災防災
まちづくりが進んでいるのはなんなんだろうと思い
ますけど。
菊：先月、徳島県の美波町に行く機会があり、事前復興
の取り組みについて聞いてきました。住民と行政と
大学などが連携して、平時から震災が起こったとき
を想定したまちづくりを進めている、一つのケース
だと思います。
被災した東北沿岸のまちを見ていると、もし震災が
起きていなかったら、このまちはどうなっていたの
かな？と想像することもあります。どうしても復興
交付金を前提として、復興計画や整備事業も進めら
れていくと思いますが、それが切れた時に被災自治

体による自立運営が可能な内容になっているのか、
検討しなければいけないところかと。
坂：これから数年内に起こりそうな問題はありますか？
平：後始末の大変さに気付くんじゃない？こんなに公営
住宅建てちゃった！とか。わかっていてもやむなく
作った所もあるでしょうけど。
坂：大規模天井の指針が変わったので、リニューアルし
た時に、天井の架け替えで用意していた予算が全部
飛んじゃうんですよね。結果的に安全安心の為にバ
ランスが崩れちゃうっていうことが起きています。
平：その辺のせめぎあいはきちんと議論した方がいいで
すよね。防災の能力を上げるのはもちろん大事なん
だけど、コストやほかに悪影響が出ることが多いか
らどこまで許容できるかっていう視点が大事です。
でも人間は建前で動くので何か問題があるとルール
をつくってしまう。で、誰もルールを廃止しない。
どんどんルールができちゃうから、息苦しいことに
なってしまいます。どこかで革命を起こしてリセッ
トしないとだめだと思います。
阪神淡路大震災の時の土木系を見ていると当時の橋
の基準で造られていて、問題があったのはひとつだ
けなんですよ。それもずれて、カタンと落ちただけ。
阪神高速道路が倒れて話題になりましたけどあれは
旧耐震設計ですから。当時の現行のもので落ちたの
はそれだけだったので、落橋防止だけ付け加えれば
よかったんですけど、動的解析を取り入れたいとい
う思惑と一致しちゃって、より厳しい基準に改定さ
れている。それで日本中の橋をつくるのにどれだけ
コストが上がったかっていうのは誰も検証してない。
手：今までは人命が助かればよかったのに、今では設備
の耐震化とか言ってますもんね。
平：それが良くなってると考えるのか、バランスが取れ
なくなってきていると考えるのか。全体としての最
善を目指すっていうのが仕事じゃないですか。それ
に対してすごく厳しい前提条件として効いてきちゃ
っていて、いまの社会の維持コストはすごいことに
なっている。
坂：時間的なスパンもありますよね。福島の芳賀沼さん
が計画していた中期仮設住宅は、10 年ぐらい居住す
ると想定した仮設住宅の在り方をめざしたものです。
仮設住宅災害公営住宅の間を考えたものですが、居
住者の多くは、70 代以上の高齢者で今後 20 年以上は
居住しない可能性が高いと考えるとそのような選択
肢を示し、居住の場を考えるトータルコストを減少
させる方法もあるように思います。
増：結局は、その主体が自立した地域が自分のこととし
て取り組んでいれば、それがやり過ぎだってことに
気付けるんだけど、補助金を使っているだけなので、
気付けない。
手：賢い行政職員は気付いているんだけど、止められな
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戦なんですよね。船が来ないとそこに立つ団地とか
もかなり違うので。
平：そもそも縮小の時代に、余った土地を活用しなきゃ
いけないって思ってる時点で拡大の思考になってい
ると思うんですよ。どう余らすかっていうのは大事
ですけど、余ってたって良いんですよ。
○：土地が資産であるとなっている以上、そうなんでし
ょうね。土地所有もまとめておいた方がいいのか、
ばらばらの方がいいのか、小さい単位で使えるなら
使って、使わないならそれでいいし。それともある
程度集約させて、道路とかは他に集約させて、後は
森とか山にして、といったような、そのあたりのこ
とも理論的によくわかってない。
平：それについても事前の準備が無かったんですよね。
仙台でもなんでこんなところに市街化区域があるの
ってところにぽつぽつあるじゃないですか。住民が
一人になるまでその道路とか電線とかを維持するの
ってどうなんですかって話ですよね。
菊：皆さんに教えていただきたいのですが、今日の座談
会の資料に 、BBB をめぐる「視点の 整理」として
「専門家・有識者の在り方について」という項目が
あります。自分自身への反省の意味も含め、支援者
として被災地に関わるときに、どういう心構えが求
められるのか振り返っておくことは、必要だと思い
ます。
平：我々東北大の石巻支援チームには一応合言葉があり
まして、「実現できないことは提案しない」といつも
確認し合いながらやってます。
手：これも今回の震災の特徴ですよね。これまでは行政
発注以外の専門家や学識者が入って復興支援に積極
的に関わっていることはあまりない。
［→視点７］
平：いや、これは石巻だけですよ。実例は少ないです。
「何とか審議会」とか言って学識経験者が呼ばれる
ケースもありますげど、実働部分で入り続けてるの
は少ないですね。
手：せっかくなので、どこかで行政と学識経験者や専門
視点３･４］
家のそういう関わり方についてちゃんと研究すれば
坂：その時の「民」が地元資本中心か、東京の資本中心
面白いんですよね。記録しておくとか。
かによってやり方はかなり違うと思います。
平：何で我々が「実現できないことは提案しない」って
手：今回の震災復興は多くの場所で高台移転が大きな方
確認しているかって言うと、地元住民の人たちに制
針になっている一方で、低地利用が次の課題になっ
度的に絶対できないことをワークショップで勝手に
ています。多くの地域で目途が立たないようですが、
提案して、結果として反対運動を盛り上げてしまっ
低地利用についての良い例は何かありませんか。
た専門家もいっぱいいます。
増：水産をどうしたいって小さい話はあるけど、結局ど
手：そんな、記録に残せないような失敗事例もきちんと
うしたいのかわからないのが多いよね。場所による
残しておいたほうがいいですよね。
と思うんですけど、区画整理とかである程度ポテン
平：失敗とも思ってないんだよね。「俺の提案を実現でき
シャルがあるところは工業用地とか水産業なり持っ
ない行政が悪い」と思ってる。
てきましょうっていう話があります。仙台とか東松
手：本当はもうひとつ重要な視点として、「原発事故後の
島とかですかね。
坂：閖上げも今やっているんですけど、福島の相馬あた
震災復興の在り方」には是非触れたいところなので
りの船を取り合いで、東松島とか亘理とかと誘致合
すが、残念ながら福島の方の都合がどうしても合わ
いんですよ。
姥：本当は地区レベルでそういうものを調整しながらっ
ていうのが本当の意味での都市計画だと思いますけ
どね。ただ、それができた人って歴史の中でもたぶ
ん横浜の田村さんくらいかなって思いますけどね。
最近亡くなった北沢先生なんかもそうでしたけど。
少なくとも日本全国では全く広がっていなくて、都
市計画は道路をどうつくるのかって話になっていま
すけど、行政書士や司法書士のような、要は事務的
な仕事をどうやって進めていくかって話が中心で、
計画じゃないんですね。で、計画作業は個別に上が
ってくるもので全てお終いっていう。それをどう統
合・調整していくのかっていうのが行政部門の約割
なのに、縦割りで割れたままでおしまいっていうこ
とになってしまっている。
後は教育の問題でもあり、私自身の能力の問題でも
あるんでしょうけど、それなりの能力や問題意識を
持った人っていうのが小さな自治体にはあまりいな
くて…。
手：基礎自治体の能力によって、今回の震災復興の結果
は大きく変わりそうだと言われていますよね。
「震災
直後は首長の能力差によって大きく違う」と言われ
ていましたが、いつの間にか、言われ方が変わって
きたと思います。国の上部で決まったことは、当然
のように縦割りで地域に降りてきますが、その複雑
な制度を統合し住民に周知し制度を実行し運用する
のが基礎自治体の役割です。震災前までは、こんな
ヘビーな役割を担わされているとは思ってもみなか
ったです。
平：今、よく言われている公民連携、新しい形で指定管
理者制度を超えたものが出てきています。そういう
事例が、被災したところでどれくらい実現するのか、
気になっています。これからは必然的に起こってく
ると思います。公設民営型って言うんですかね。建
設費は税金から出すけど、後は任せたっていう。［→
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地域経済の再構築、景観再生への取り組みを行っている。
視点７：福祉･教育の問題に示唆を与える復興
超高齢化に対応できる社会をどう構築するかという大問
題に対して、それを踏まえた取り組みが都市部でも過疎
今回の震災復興を特徴�ける重要な「視点」の�理
地も散見される。また、縮退する地域社会での教育問題
は、豊かな自然の中での子どもの孤立や、学校側から見
視点１：津波災害における復興
今回の震災被害の特徴は、何と言っても津波被害である。 たの安全･管理の問題も孕んで矛盾も多い。
視点８：専門家･有識者の在り方に示唆を与える復興
津波災害における復興、津波災害に対する防御の在り方
は、これまでにない特徴的な議論を孕んでいる。その表
今回の震災復興では、専門家･有識者の関わり方にこれま
れ方としては、高台移転や防潮堤の在り方であり、低平
での震災復興と違った特色がみられる。それは、行政職
地の利活用問題であり、沿岸地域での生産と生活の関係
員の不足や合意形成の重要性の増大、問題の複雑化･高度
や、環境･景観問題、合意形成の在り方など様々な問題に
化に端を発したものである。行政支援･住民支援の双方に
波及している。
重要な役割を果たしているケースもあるが、逆に地域の
視点２：環境問題・景観問題を踏まえた復興
復興を大きく混乱させる結果になった事例もあり、今後
の検証が重要である。また、多くの事業が短期に集中し
この度の震災復興では、常に環境問題･景観問題が重要な
て行われる復興の現場では、基礎自治体の「総合化する
視点として取り上げられている。自然豊かな沿岸地域で
能力」が極めて重要であり、地域を支援する専門家にも
は、高台移転計画･防潮堤問題であり、環境に逆らわず自
その能力が問われるケースが多い。省庁間･専門分野の違
然に沿った在り方が問われ、中心市街地再生においても
いにより、より良い連携を阻んでしまうケースも見られ、
安全と景観の両立が議論になっている。
高度化し専門分化の進んだ社会のなかで専門家の連携が
視点３：これからの社会の在り方を指し示す復興事例
どうあるべきか、見直す必要がある。
この座談会でも幾つか事例が挙げられていたが、私たち
視点９：平時からの取組みが実を結ぶ復興事例
の社会の抱える矛盾点が、復興の現場で露わに露呈する
場面がある。例えば、行政単位が明らかに現状に合って
今回の震災復興では、「平時に出来ないことは何もできな
いないと思われる場面や、社会制度･様々な基準･社会ス
い」と再認識した専門家･行政職員も多い。平時からの取
トックの充実が、むしろ社会の自由な在り方を阻んでい
組みの重要性を再認識させられた。
る場面も散見される。また、公共と個の在り方をめぐる
：その他
議論も、これからの地域社会を柔軟に運営してゆく上で
・弱体化した建設業界の復興への取組み
重要な視点だと思われる。
・過剰に作らない復興への取組み
視点４：復興の主体は誰か、自治を見据えた復興
・原発問題以降の社会の在り方･復興について
岩沼市玉浦西地区の防災集団移転がいち早く完了したこ
とでも話題になったが、今回の震災復興では、地域のコ
「BBB を考える座談会」まとめ ：
ミュニティ･地縁組織を中心とした復興に焦点が当たって
いる。復興の主体は誰であり、どう合意形成を構築して
坂口大洋 （仙台高等専門学校）
ゆくかは、事業自体の成否やスピードアップを大きく左
手島浩之 （日本建築家協会東北支部）
右するだけでなく、今後の移転地の存続にとって重要な
カギになる筈である。
視点５：縮退する地域社会の在り方を踏まえた復興
今回の震災復興の現場では、縮小する地域社会の在り方
について、或いは、縮退する地域社会での復興の在り方
についての議論が寄り添っている。「復興しなければなら
ないこと」と「拙速につくるべきではないこと」の矛盾
の中で現場の葛藤は大きく、これまでの手法が成長社会
でのみ有効な手法だったことを思い知らされている。こ
の問題は復興を終えた後の被災地に、新たな大きな問題
として残り続ける可能性がある。
視点６：地域のなりわいの再生を中心に据えた復興
この度の被災地は、固有の地域社会を持続してきた地域
であり、固有の地域社会の在り方に配慮した復興を目指
した地域が多くある。これらの例では、地域社会を支え
てきた「なりわい」の再生を中心に、地域再生や循環型
なかったんですね。しかし根が深すぎて、難しい問
題ですよね。
［→視点］
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事例集

防潮堤
Coastal levee

気仙沼大島（小田の浜・田中浜）
女川町市街地（女川漁港防潮堤）

気仙沼大島（小田の浜・田中浜）

女川町市街地（女川漁港防潮堤）

Kesennuma Oshima

Onagawa ﬁshing port coastal levee

防潮堤を原型復旧にとどめ、海水浴場としての価値を残し
つつ、その一方で、背後地の保安林の拡大や道路盛土によ
り事実上の L1 防御を担保し、安全性と地域資源の両立を図
ろうとしている試みである。

防潮堤背後地を全面的に盛土することで、防潮堤のもつ景観
や排水への悪影響を激減させ、安全性とまちづくりの両立を
図ろうとする試みである。防潮堤の斜面は、覆土の上緑化さ
れ、漁港と一体的なアースデザインが目指されている。

コミュニティの継続
Comunity

「失われた街」模型復元プロジェクト
竹の会所
みんなの家プロジェクト
あすと長町でのコミュニティデザイン

「失われた街」模型復元プロジェクト
Lost Homes Project

復元模型による被災地理解
場所の記憶を介したコミュニケーション
記憶の再構築

全国の建築学生ボランティアの手で震災によって失われた街
を模型で復元した。現地ワークショップでは、住民の語りを
聞き取り、それを模型に落とし込むことで記憶の街並みや
人々の生活を保存・継承していくことを目的としている。
竹の会所

Bamboo Ark
憩いの場の創出
学生ボランティア
地元竹の活用

撮影：滋賀県立大学陶器浩一研究室

被災者の方との対話を繰り返しながら、地域に生息する竹を
活かし、すべて学生たちの手作業で工事を進め、2011 年 10
月に竣工した。地元の伝統芸能「平磯虎舞」の新たな練習場
所として用いられている。
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みんなの家プロジェクト
Minnano-ie Project

コミュニケーションスペース
建築家のネットワーク

建築家のネットワークを利用して自治体、企業、NPO 等と
連携し、被災地域において住民が集う場を各地で実現。リビ
ングルームのような心温まる空間を念頭に、住民達との話し
合いを通して地域毎の実情に応じつくられている。
あすと長町でのコミュニティデザイン

Comunity design in Asuto-Nagamachi
コミュニティの共助機能の維持

仙台市中心部の大規模仮設住宅におけるコミュニティ形成を
大学の研究者を中心として継続的に支援を続けている。自治
会役員を中心に共助型コミュニティが生成され、コミュニ
ティ入居型の災害公営住宅の提案を作成した。

業の再興
Restoration of work
石巻市長面浦
番屋プロジェクト
ISHINOMAKI 2.0

石巻市長面浦

番屋プロジェクト

通い漁業
牡蠣処理施設の再可動

漁業の早期復活
番屋の再生
漁港コミュニティの創出

近年では牡蠣の養殖と外洋との刺網を主な生業としていた長
面浦では、震災後も内陸の仮設住宅から「通い漁業」を続け
ている。生業の維持をめざして、住民が学識者の支援の元、
行政と話し合いを重ね、牡蠣処理施設の再可動に至った。

被災漁村集落での漁業の早期復活の要望に応え、大学の研究
者を中心として活動する仮設の番屋建設の支援プロジェク
ト。第一号は、
発災からわずか 2 カ月弱で竣工し、
コミュニティ
における生業復興の重要拠点として活用されている。

Nagatsuraura in Ishinomaki

Banya Project

ISHINOMAKI 2.0
ISHINOMAKI 2.0

中心市街地の再生
産業としてのものづくりの定着
アクティビティの創出

発災後、石巻中心部の若い経営者と建築家、都市計画研究者
などを中心に立ちあげられた組織。中心部の様々なイベント
の他に、民家リノベーション、石巻工房、イトナブなどの次
世代のまちづくりなどへと活動を広げる。
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市街地の再生
Revival of urban area
新しいまちづくり
大槌町 / 釜石市フロントプロジェクト / 陸前高田市高田地
区中心市街地 / 気仙沼市内湾地域 / 南三陸町志津川地区 /
女川町中心部まちづくりデザイン / 名取市閖上地区
商業の再生
石巻市 11 番街区商業再開発 / いわき市小名浜

大槌町

Otsuchi

震災以前から関わりのあった学識経験者や震災復興のノウハ
ウを蓄積している UR 都市再生機構が深く復興まちづくりに
参与しており、多くの個別のプロジェクトに関しても協働し
てまちづくりを進めている。
釜石市フロントプロジェクト
Front Project in Kamaishi

中心市街地である東部地区の市民ホールを核とする周辺一帯
の復興事業をフロントプロジェクトと位置付け、市街地の災
害公営住宅計画や避難計画とも連動させつつ、一体的なまち
なか再生を進めている。
陸前高田市高田地区中心市街地
Takada in Rikuzentakada

低平地に位置していたことで大きな津波被害を受けた中心市
街地では、全体を嵩上げし、現地での復興を進めている。嵩
上げによる市街地部と川原川との高低差は親水公園によって
解消し、公共施設の立地するエリアとのアクセスを確保する。
気仙沼市内湾地域

南三陸町志津川地区

港奥の内湾地域は、都市機能が集積する中心市街地だったが、
津波と石油タンクからの重油の流出により大きな被害を受け
た。海と栄えた歴史を踏まえた復興を目指し、魚市場のリ
ニューアル等、水産業と観光拠点の再生が進んでいる。

町の中心であった志津川地区の多くが低平地であったため、
津波により甚大な被害を受けた。町の商業主の多くは、現在、
仮設の「南三陸さんさん商店街」で営業している。嵩上げ後
の現地に商店街を再興し、まちの再生につなげる計画である。

Naiwan in Kesennuma

Shizugawa in Minamisanriku
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女川町中心部まちづくりデザイン

Design of urban area in Onagawa
都市軸の強調
参加型ワークショップ

震災で都市の機能すべてを喪失し、住宅被害率 85% という
甚大な被害を受けた。盛土をし、すべての都市機能を中心市
街地に集約しつつ、まちからの軸線を高台の災害公営住宅で
も踏襲し、都市の中心性を高めている。
名取市閖上地区

Yuriage in Natori

他の被災地と比較すると大幅に計画の策定が遅れており、現
地再建するに当たって協議会方式で話し合っている。大規模
な工事に関しても住民同士で話し合いながら、その後の利用
方法などに関しても議論されている。
石巻市 11 番街区商業再開発
Comercial redevelopment in Ishinomaki
二種再開発事業
川湊の再生

北上川河岸の市街地隣接地を敷地とした、復興事業唯一の商
業再開発事業である。２階と堤防が同レベルでつながり、歴
史的通りである松川横丁からの動線を建物内部にも引き込
み、あらたなにぎわいの場の創出をめざしている。
いわき市小名浜
Onahama in Iwaki

市の進めるいわきの魅力が伝わる交流拠点づくりの一環とし
て、市南部の沿岸に位置する小名浜では誘致した大型ショッ
ピングモールを中心とした観光拠点整備を進めている。
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防災集団移転促進事業
Group relocation

新しい手法
大船渡市差し込み型 / 気仙沼市小泉地区
大規模団地
岩沼市玉浦西地区 / 石巻市河北町二子団地 / 仙台市南蒲生
地区
中規模団地
石巻市北上町にっこり団地計画 / 七ヶ浜町笹山地区
小規模団地
石巻市北上町小室集落 / 女川町竹ノ浦
大船渡市差し込み型
Ofunato

気仙沼市小泉地区

小規模移転
既存宅地との関係性

協議会方式
株式会社化

再建の長期化に対し、小規模な単位で既存宅地近接に移転す
る差込型の宅地移転を実施することで造成や移転に費やす時
間を短縮した。移転先も地域同士の結束がある場所を選定し、
従前のコミュニティを維持できるようにしている。

2011 年 4 月に小泉地区の明日を考える会が発足、移転協議
会となって住民主体の合意形成が図られている。続いて移転
計画が事業化され、造成工事を行っている。近い将来の周辺
地域にも頼られる小泉地区を目指す。

Koizumi in Kesennuma

岩沼市玉浦西地区

Tamaura-nishi in Iwanuma
大規模団地
移転地集約
災害公営住宅との一体化

集団移転対象地区の市民代表、移転先周辺の市民、学識経験
者、アドバイザーによって玉浦西地区まちづくり委員会が構
成されている。委員会が地域のパイプ役としてコミュニティ
と持続可能なまちの形成を行っている。
石巻市河北町二子団地

Futako in Kahoku-cho, Ishinomaki
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半島部で計画されている防集事業団地では最大規模の約 400
世帯が移転する団地。また、河北地域に加え、雄勝地域や北
上地域からも多数の移転が見受けられた。協議会形式で移転
後のコミュニティ等の検討を進めている。
仙台市南蒲生地区

Minami-gamo in Sendai
大規模団地

地区内を分割する形で災害危険区域が指定され、区域内の防
災集団移転事業対象世帯と区域外の世帯と、区域外のうち現
地再建世帯が混在する形となったが、地区内の対話を重ね現
地再建の提案を地域住民主体で作成。
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石巻市北上町にっこり団地計画

Nikkori in Kitakamimachi, Ishinomaki
中規模団地
ランドスケープに配慮した宅地計画
学校等施設との一体的計画

自分達のことをみんなで決め、自分達で管理運営ができると
いう強さが北上町にはある。それらの強さと北上川、追波湾
への視線を軸として自力再建者と災害公営住宅が緩やかに混
じり合う新たなまちの案を作り上げた。
七ヶ浜町笹山地区

Sasayama in Shichigahama
中規模団地
ランドスケープに配慮した宅地計画

七ヶ浜町最大の防災集団移転団地である笹山地区は、菖蒲田
浜を望む高台に、豊かなランドスケープとなるよう元の地形
を活かして造成された。現地に生息していた山桜を新たな団
地のシンボルツリーとして公園の中心に残している。
石巻市北上町小室集落

Komuro in Kitakamimachi, Ishinomaki
小規模団地
地形を活かした造成計画

北上町にある小室集落は北上川河口沿いに点在する漁業集落
である。集団移転に関しては、強い地縁的つながりを元に、
専門家支援を受けながら住民たちが主体で検討を進め、地形
を活かした造成計画案をまとめた。
女川町竹ノ浦

Takenoura in Onagawa
小規模団地
気候風土に対応した集落

宮城県建築士会が女川町からの要請により、支援を行うこと
となった。まちづくりアドバイザーを派遣し、住民・町・
UR・建築士会で一体となった協議を行っている。美しい景
観と気候風土に対応した集落を目指している。
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居住【仮設住宅】
Temporary housing
住田町木造仮設住宅
木造仮設住宅群
遠野市仮設住宅希望の郷「絆」
仮設のトリセツ
福祉仮設住宅「あがらいん」

住田町木造仮設

Wooden temporary housing in Sumita
木造仮設の標準設計

住田町では、地元の木材資源の活用策として、震災直前に木
造仮設住宅の標準設計を完成させていた。震災後、これを元
に住田町内に仮設住宅を建設し、陸前高田市などの被災者に
提供した。
木造仮設住宅群

Wooden temporary housing in Fukushima
板倉式住宅
ログハウス

福島県内に、公募型で建設された仮設住宅は、6000 戸以上
にのぼる。その多くは、木造で様々な工法で建設された。工
期短縮や供給体制の他、配置計画や住宅性能、さらには再利
用なども含め様々な提案がなされている。
④

遠野市仮設住宅希望の郷「絆」

Temporary housing for comunity care
コミュニティケア型仮設住宅

コミュニティケア型仮設住宅の提案があり、同市が仮設住宅
を直接建設することとなった。そして綿密な協議を経て仮設
住宅としては豊かな空間の実現に至っている。通路には木製
デッキが張られ、屋根が架けられている。
仮設のトリセツ

Customize Manual of Temporary Housing
for Disaster Victims
仮設住宅の住みこなし
データベース化

新潟県中越地震（2004 年）の仮設住宅で見られた住みこな
し事例をデータベース化した web サイト「仮設のトリセツ」
の公開をきっかけに、現地でのワークショップや冊子の配布
を通して、居住者による仮設住宅住みこなしノウハウの共有
を試みている。
福祉仮設住宅「あがらいん」
“Agarain” , welfare temporary housing
高齢被災者等の自立支援
地域の支え合い支援

高齢被災者等の自立支援を目的に石巻市が設置、宮城県内の
NPO が運営を担う。厚労省「地域支え合い体制づくり事業」
により、一定期間の居住だけでなく、地域食堂や映画会の提
供といった介護保険の枠を超えた支援を行っている。
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居住【高齢社会への対応】
Housing for aged society

④

相馬市営公営住宅ー井戸端長屋
南三陸町福祉と住まいの連携
七ヶ浜町災害公営住宅

相馬市営公営住宅井戸端長屋

“Idobata-nagaya” , pubulic housing in Soma
共助を育む住宅

震災直後、高齢被災者の早期入居を目標に、住民同士の共助
により安心して生活を営める住宅として計画された。4 団地
5 住宅が建設され、2DK の住戸 10〜12 戸とランドリーや食
堂の共助コミュニケーションゾーン等が設けらている。
南三陸町福祉と住まいの連携

Pubulic housing cooperated with care in Minamisanriku
地域交流・福祉複合施設、集会所と連携した住宅配置
リビングアクセス
介護・介助しやすい間取り

高齢者等への生活支援を目標に、災害公営住宅と福祉的支援
の連携が検討された。その結果、志津川東の西地区では地域
交流・福祉複合施設や集会所と連携した住宅の配置、リビン
グアクセスの採用、全住戸で車いすに配慮した間取りが採用
された。
七ヶ浜町災害公営住宅

Public housing in Shichigahama
リビングアクセス
コミュニティ志向型住戸
プロポーザルによる設計者選定

地域のつながりが深い従前のコミュニティを取り戻し、高齢
者も安心して生活を営めるよう、リビングアクセスによるコ
ミュニティ志向型住戸を町内 212 戸の全災害公営住宅で計
画。プロポーザルでその設計を担当する建築家を選定した。
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居住【災害公営住宅】
Public housing for Victims

集落部 / コミュニティ重視 / 木造
大槌町大ヶ口地区 / 岩沼市玉浦西地区
大規模住宅 /RC 造
女川町運動公園住宅 / 多賀城市営桜木住宅

大槌町大ヶ口地区

Ogakuchi in Otsuchi
木造
コミュニティ広場

周辺のまちなみや里山の風景になじむよう、平屋を中心とし
た木造住宅で形成されている。敷地内のコミュニティ広場に
は、地下水を活用した「井戸」が設けられ、入居者同士の日
常的な交流の場となることが期待されている。
④

岩沼市玉浦西地区

Tamaura-nishi in Iwanuma
木造
住戸プランの工夫
歩行者ネットワーク

住戸プランの工夫と、二戸一棟住宅の連結方法の工夫により、
単調になりがちな街並形成への配慮を行い、歩行者ネット
ワークである緑道により住民相互の見守り空間の醸成を目指
している。
女川町運動公園住宅

Onagawa athletic park housing
大規模住宅 /RC 造
みんなの道
運動公園を活かした外構計画

エントランス広場から女川湾を結ぶ軸線上に住区のメインス
トリートである「みんなの道」を整備し、大規模住宅にも関
わらずコミュニティの一体感を出す工夫をしている。外構は
従前の運動公園のトラックを活かして形成されている。
多賀城市営桜木住宅

Sakuragi housing in Tagajo
大規模住宅 /RC 造
2 階以上に住戸配置
みんなの広場

浸水被害を受けた敷地であっため、1 階には住戸を設けず、2
階以上を居住空間とした。各棟は 2 階高さのペデストリアン
デッキで結ばれ、通路に面して、棟ごとのコミュニティスペー
スであるみんなのリビングが設けられている。
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教育施設 /Schools
ランドスケープと一体になった計画
釜石市立唐丹小学校・唐丹中学校 / 石巻市立雄勝地区統合小・
中学校 / 東松島市立野蒜小学校 / 七ヶ浜町立七ヶ浜中学校
宅地整備事業と関連した計画
陸前高田市立高田東中学校 / 山元町立山下第二小学校
/ 石巻市立渡波中学校
まちづくりの拠点
釜石市立鵜住居小学校・釜石東中学校
/ 亘理町立荒浜中学校
釜石市立唐丹小学校・唐丹中学校

Toni elementary school and Toni junior high school
in Kamaishi
傾斜地の活用
小中一貫教育への対応
まちづくりの拠点

小さな造成にとどめることで、土地や風景の履歴を保存する
計画となっている。建物内の動線はシンプルに計画されてお
り、切妻の屋根を反復することで周辺環境と調和するような
ものとなっている。
石巻市立雄勝地区統合小・中学校

Ogatsu junior high school in Ishinomaki
小中連携教育
傾斜地の活用

県道から下のグラウンドまで約 20m という高低差を考えら
れた校舎配置により吸収。教室棟は木造の別棟となっており、
温かみのある環境を実現。
東松島市立野蒜小学校

Nobiru elementary school in Higashimatsushima
周辺環境との調和

分棟型の校舎が木デッキの内庭に開いた構成で、周辺の森と
③
の調和を目指している。日射や風などのコントロールにも配
慮がなされている。
七ヶ浜町立七ヶ浜中学校

Shichigahama junior high school in Shichigahama
地震被害からの復旧
リトルスペース
小中一貫教育への対応

コンセプトはリトルスペースの森。リトルスペースとは、少
人数指導や自主的な学びを創造的に展開する装置である。リ
トルスペースはグラウンドと校舎の間にある壁をなくし、学
びの場の広がりや連続性を確保している。
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陸前高田市立高田東中学校

Takada
higashi junior high school in Rikuzentakada
陸前高田市立高田東中学校
Takada
higashi junior high school in Rikuzentakada
陸前高田市立高田東中学校
防災集団移転地に隣接
Takada higashi junior high school in Rikuzentakada
防災集団移転地に隣接
陸前高田市立高田東中学校
Takada
higashi junior high school in Rikuzentakada
防災集団移転地に隣接
防災集団移転地に隣接

地元のスギ材を使用した木の屋根のもとに人々が集まる大空
間を実現。ロングスパンの空間を建具で仕切り多様な学習形
地元のスギ材を使用した木の屋根のもとに人々が集まる大空
態に対応する。１階に地域学習ラウンジを設け特別教室を地
間を実現。ロングスパンの空間を建具で仕切り多様な学習形
地元のスギ材を使用した木の屋根のもとに人々が集まる大空
域に開放する計画である。
態に対応する。１階に地域学習ラウンジを設け特別教室を地
間を実現。ロングスパンの空間を建具で仕切り多様な学習形
域に開放する計画である。
態に対応する。１階に地域学習ラウンジを設け特別教室を地
地元のスギ材を使用した木の屋根のもとに人々が集まる大空
山元町立山下第二小学校
域に開放する計画である。
間を実現。ロングスパンの空間を建具で仕切り多様な学習形
Yamashita-daini
elementary school in Yamamoto
山元町立山下第二小学校
態に対応する。１階に地域学習ラウンジを設け特別教室を地
Yamashita-daini
elementary school in Yamamoto
山元町立山下第二小学校
域に開放する計画である。
津波復興拠点整備地区内に位置
Yamashita-daini elementary school in Yamamoto
津波復興拠点整備地区内に位置
山元町立山下第二小学校
Yamashita-daini
elementary school in Yamamoto
津波復興拠点整備地区内に位置
津波復興拠点整備地区内に位置

中央に大きな中庭を持つ 2 階建てのプランと傘状の構造のエ
コルーフが特徴的で、地域の顔となるように木造校舎を人通
中央に大きな中庭を持つ 2 階建てのプランと傘状の構造のエ
りの多い通り沿いに配置している。構造断面を小さくするこ
コルーフが特徴的で、地域の顔となるように木造校舎を人通
中央に大きな中庭を持つ 2 階建てのプランと傘状の構造のエ
とによりコストや工期を短縮している。
りの多い通り沿いに配置している。構造断面を小さくするこ
コルーフが特徴的で、地域の顔となるように木造校舎を人通
とによりコストや工期を短縮している。
りの多い通り沿いに配置している。構造断面を小さくするこ
中央に大きな中庭を持つ
2 階建てのプランと傘状の構造のエ
石巻市立渡波中学校
とによりコストや工期を短縮している。
コルーフが特徴的で、地域の顔となるように木造校舎を人通
Watanoha
junior high school in Ishinomaki
石巻市立渡波中学校
りの多い通り沿いに配置している。構造断面を小さくするこ
Watanoha
junior high school in Ishinomaki
石巻市立渡波中学校
とによりコストや工期を短縮している。
土地区画整理事業地区に位置
Watanoha junior high school in Ishinomaki
土地区画整理事業地区に位置
石巻市立渡波中学校
Watanoha
junior high school in Ishinomaki
土地区画整理事業地区に位置
土地区画整理事業地区に位置

南側にある新しい街の中心に関与するために、南北配置とし、
１階には図書館などコミュニティの利用も想定。エントラン
南側にある新しい街の中心に関与するために、南北配置とし、
スへの吹き抜けと全フロアを貫く中庭で多く自然光を取り入
１階には図書館などコミュニティの利用も想定。エントラン
南側にある新しい街の中心に関与するために、南北配置とし、
れる。
スへの吹き抜けと全フロアを貫く中庭で多く自然光を取り入
１階には図書館などコミュニティの利用も想定。エントラン
れる。
スへの吹き抜けと全フロアを貫く中庭で多く自然光を取り入
南側にある新しい街の中心に関与するために、南北配置とし、
釜石市立鵜住居小学校・釜石東中学校
れる。
１階には図書館などコミュニティの利用も想定。エントラン
Unosumai elementary school and kamaishi higashi
釜石市立鵜住居小学校・釜石東中学校
スへの吹き抜けと全フロアを貫く中庭で多く自然光を取り入
junior
highelementary
school in Kamaishi
Unosumai
school and kamaishi higashi
釜石市立鵜住居小学校・釜石東中学校
れる。
Unosumai
school and kamaishi higashi
junior
highelementary
school in Kamaishi

まちづくりの拠点
junior high school in Kamaishi
釜石市立鵜住居小学校・釜石東中学校

高台立地による津波対策
まちづくりの拠点
Unosumai elementary school and kamaishi higashi
高台立地による津波対策
まちづくりの拠点
junior
high school in Kamaishi
高台立地による津波対策
現地再建を目指す地域の防災拠点としても機能する複合教育
まちづくりの拠点
施設で、
小学校、中学校、児童館、幼稚園などから構成される。
現地再建を目指す地域の防災拠点としても機能する複合教育
高台立地による津波対策
提案の手立てはすべて土木と建築が一体化して考えられ、敷

施設で、
小学校、中学校、児童館、幼稚園などから構成される。
現地再建を目指す地域の防災拠点としても機能する複合教育
地に隣接し地域で大切にしている神社の景観を維持しつつ、
提案の手立てはすべて土木と建築が一体化して考えられ、敷
施設で、小学校、中学校、児童館、幼稚園などから構成される。
周辺の風景に溶け込みながらも埋没することのない力強い存
地に隣接し地域で大切にしている神社の景観を維持しつつ、
提案の手立てはすべて土木と建築が一体化して考えられ、敷
現地再建を目指す地域の防災拠点としても機能する複合教育
在となっている。
周辺の風景に溶け込みながらも埋没することのない力強い存
地に隣接し地域で大切にしている神社の景観を維持しつつ、
施設で、小学校、中学校、児童館、幼稚園などから構成される。
在となっている。
周辺の風景に溶け込みながらも埋没することのない力強い存
提案の手立てはすべて土木と建築が一体化して考えられ、敷
亘理町立荒浜中学校
在となっている。
地に隣接し地域で大切にしている神社の景観を維持しつつ、
Arahama
junior high school in Watari
亘理町立荒浜中学校
周辺の風景に溶け込みながらも埋没することのない力強い存
Arahama
junior high school in Watari
亘理町立荒浜中学校
在となっている。
まちづくりの拠点
Arahama junior high school in Watari
ピロティによる津波対策
まちづくりの拠点

亘理町立荒浜中学校

ピロティによる津波対策
Arahama
junior high school in Watari
まちづくりの拠点
ピロティによる津波対策
まちづくりの拠点
ピロティによる津波対策

津波リスクへの対応から、体育館をはじめとした校舎すべて
が
2 階から上に配置される。ソーラーパネルの設置や、避難
津波リスクへの対応から、体育館をはじめとした校舎すべて
者の受け入れを想定した毛布や食料の備蓄などを進め、防災
が
2 階から上に配置される。ソーラーパネルの設置や、避難
津波リスクへの対応から、体育館をはじめとした校舎すべて
機能を強化している。
者の受け入れを想定した毛布や食料の備蓄などを進め、防災
が 2 階から上に配置される。ソーラーパネルの設置や、避難

機能を強化している。
者の受け入れを想定した毛布や食料の備蓄などを進め、防災
津波リスクへの対応から、体育館をはじめとした校舎すべて
機能を強化している。
が 2 階から上に配置される。ソーラーパネルの設置や、避難
者の受け入れを想定した毛布や食料の備蓄などを進め、防災
機能を強化している。
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Important Factors in Community-Based Disaster Risk Reduction
George Haddow*
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ABSTRACT: This paper presents summaries of case studies of community-based disaster risk reduction (DRR)
programs in three communities in the United States (Tulsa, Oklahoma; Berkeley, California; and, Napa,
California). These case studies were authored by individuals who played major roles in the design and
implementation of these DRR programs. Each of these communities have managed successful disaster risk
reduction programs for decades. Several important factors were identified that have contributed to the long-term
success of these community-based DRR programs including: taking advantage of a crisis, involving all
community stakeholders, local champions, private sector involvement, involving new stakeholders, resources,
leadership from state and federal government, consensus building, environmental protection and enhancement,
and co-benefits.

1. Introduction
The design and implementation of disaster
risk reduction (DRR) measures is done best
at the community level. DRR saves lives,
reduces damages to homes, businesses and
public
infrastructure,
and
mitigates
disruption in the local economy.
The
increased frequency and severity of extreme
weather events such as hurricanes, flooding,
tornadoes, drought in recent years
aggravated by a changing climate and the
emergence of a new set of hazard risks in
the form of terrorism (chemical, biological,
radiological, nuclear and explosives) and the
emergence of pandemic threats such as
Ebola have raised public awareness of the
need for DRR.
The most important thing we have learned is
that reducing disaster risks and losses is best
done at the community level. Outside
resources and technical assistance are
critical but effective and sustainable DRR
programs and actions must be designed and
implemented at the local level where
disasters strike. Without the full support and
participation all community stakeholders of
in this effort it cannot be sustainable.
This analysis is clearly borne out through
the examination of long-term DRR
programs in three communities in the United

States.
Tulsa, Oklahoma, Berkeley,
California and Napa, California have
worked diligently over the past 20 + years to
mitigate their community hazards and
successfully reduce the impacts of future
disasters.
Based on a review of case studies by
individuals deeply involved in the design
and implementation of DRR programs in
these three communities, this paper
identifies those important factors that have
contributed
to
the
progress
these
communities have made over the years in
reducing their various hazard risks.
2. Case Studies
In 2008, a book, co-edited by the author of
this paper, entitled Global Warming, Natural
Hazards, and Emergency Management was
published. The goal of the book was to
provide a roadmap for how communities
could reduce the impacts caused by climate
change through case studies and essays that
examined ongoing disaster risk reduction
programs in communities in the United
States (Bullock, 2008).
The Tulsa, Oklahoma case study, “A Tulsa
Story: Learning to Live in Harmony with
Nature,” was authored by Ann Patton, a
charter member of the team that built Tulsa’s
flood control and hazard mitigation

*George Haddow is the Co-Founder and Principal of Bullock & Haddow LLC and an Adjunct Professor in the
Homeland Security Studies Program and the Disaster Resilience Leadership Academy at Tulane University in New
Orleans, LA, USA
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programs. Arrietta Chakos, who served as
assistant city manager responsible for
managing the City of Berkeley, California’s
hazard mitigation efforts, authored the
Berkeley case study entitled “Hazard
Mitigation
in
Berkeley,
California:
Partnering for Community Action.” Dave
Dickson authored the Napa case study
entitled “Living River: The Napa valley
Flood Management Plan.” Mr. Dickson was
the project manager for the “Living River”
project.
Each case study details the efforts by
community leaders to address their hazard
risks, flooding in Tulsa and Napa and
earthquakes and urban wildfire in Berkeley,
over an extended period of time. Tulsa
flood control efforts started in 1974,
Berkeley’s risk reduction efforts started after
the 1989 Loma Prieta Earthquake and a
disastrous urban wildfire in 1991, and the
Napa Living River project was started in
1998 after a severe flood in 1995.
Taken together, these three case studies
provide a vivid illustration of how a
community can successfully address its
hazard risks and develop and implement
DRR programs with community support. As
one measure of their success in DRR, Tulsa
and Berkeley have been selected by the
Rockefeller Foundation for its 100 Resilient
Cities program. (See Table 1)
2.1 Tulsa Case Study
A series of flooding events in the 1970s and
1980s prompted concerned citizens to form
a group named Tulsans for a Better
Community that approached the City
government and demanded that something
be done to reduce the negative impacts of
these floods in terms of lost lives and
damaged and destroyed property. According
to Ann Patton’s case study, the group
developed an advocacy program “that
evolved into four major points: Stop new
buildings that will flood or make anybody
else flood worse; Clear the most dangerous

of the flood-prone buildings and turn the
land into parks; carefully install remedial
works, such as channels and retention ponds
to hold and convey water, considering the
offsite and future impacts of the works,
watershed-wide; and, Involve citizens at
every point.” (Patton, 2008)
In time the group became partners with the
City government and worked together to
create the City’s Stormwater Management
Department, hire the City’s first hydrologist
and establish a Stormwater Utility Fee to
help pay for various flood control projects
over the years including moving over 1,000
properties out of the floodplain, creating
open space to soak up flood waters and
managing an ongoing public education
campaign. The City joined FEMA’s Project
Impact initiative and used part of a $500,000
FEMA grant to establish Tulsa Partners Inc.,
non-profit entity that has developed and
implemented numerous disaster resilient
activities including partnering with local
McDonalds restaurants in a preparedness
campaign, partnering with Save the Children
to develop a childcare preparedness program
and partnering with local home builders to
advocate for the construction of tornado
Safe Rooms in new and existing homes.
The flood and other disaster resilience work
continues to this day. In 2015, Tulsa was
selected to participate in the Rockefeller
Foundation’s 100 Resilient Cities program.
2.2 Berkeley
The 1989 Loma Prieta earthquake and the
1991 urban wildfire served to spur the City
of Berkeley to undertake what has became a
long-term effort to reduce the impacts of
earthquakes and wildfires on it citizens, their
homes and businesses, and essential public
infrastructure. City Council member Alan
Goldfarb spearheaded a community-wide
effort to identify and implement actions that
would increase community survivability and
sustainability. According to Arrietta Chakos’
case study entitled, “Hazard Mitigation in
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Community

Precipitating
Events

Planning/Design

Program

Local
Financing

Results

Tulsa

Floods
(’70, ’71, ’73,
‘74, ’76, ’84
and ’86)

Concerned
citizens formed
group that
worked with City
to create
Stormwater
Management
Department, hire
a hydrologist and
conduct public
education
campaign.

Ongoing City program
bought out over 1,000
properties and moved them
out of the floodplain, built
retention ponds and created
open space for recreation
and soaking up floodwaters.

Storm water
Utility Fee for
all residents.

Reduced flood insurance
premiums, no severe floods
since 1986, creation of Tulsa
Partners Inc. that implemented
numerous other DRR projects
including Storm Ready,
Tornado Safe Room
construction, childcare
preparedness plans and the
Business Council. Named by
FEMA”s Project Impact as the
“Community of the Year in
1999. Selected by the
Rockefeller Foundation for its
100 Resilient Cities program.

Berkeley

1989 Loma
Prieta
earthquake
and 1991
urban wildfire

Leadership from
City Council
member to create
neighborhood
councils and
partner with the
University of
California,
Berkeley.

Tax incentives to retrofit
homes, retrofitted all public
schools and fire stations and
essential public
infrastructure – partnering
with state and Federal
agencies and private sector
such as VISA. Developed a
hazard mapping project,
land use plan and
community hazard
mitigation plan.

City bond
issues totaling
over $362M.

Homes, businesses, and
essential public infrastructure
retrofitted, new construction
built to stringent seismic codes
and standards, and selected by
the Rockefeller Foundation for
its 100 Resilient Cities
program.

Napa

Multiple
floods leading
up to major
flood in 1995.

Creation of the
Community
Coalition
involving all
community
stakeholders
funded by grant
from U.S. Army
Corps of
Engineers.

Developed 20-year Napa
River Living River Flood
Control Protection and
Estuary Restoration project
that restored over 1,000
acres of wetlands, elevated
or rebuilt five new bridges,
bought out numerous
properties in the floodplain,
terraced the City of Napa
waterfront to provide flood
protection and access to the
river for tourists and
residents alike, and building
a diversion canal on the
Napa River.

Voters
approved a ½
cent sales tax
for 20 years.

Over $1 Billion in new public
and private investments in the
City of Napa including new
hotels, restaurants, a wine
museum and other tourist
attractions – over 2,000
construction and permanent
jobs created and significantly
improved flood protection.
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Berkeley,
California:
Partnering
for
Community Action,” the “community took
an innovative and multilevel approach that
included: 1. Developing disaster readiness
networks
in
neighborhoods;
2.
Strengthening buildings and infrastructure;
and, 3. Acquiring state and federal partners
to support local initiatives.” (Chakos, 2008)
Over the years, neighborhood councils were
formed across Berkeley that sponsored
preparedness groups, conducted annual
disaster drills and whose thousands of
members received safety trainings. Between
1992 and 2002, Berkeley passed six bond
issues totaling over $362 Million that were
used to retrofit all of the City’s public
schools and fire stations and essential
infrastructure. Home loans and tax
incentives were created to encourage
residents to retrofit their homes and
businesses. Berkeley joined in FEMA’s
Project Impact initiative and partnered with
VISA and other businesses to conduct
outreach and public education campaigns
and to conduct neighborhood-mapping
projects, and to develop a community land
use plan and a community hazard mitigation
plan.
Similar to Tulsa, these efforts continue
today. Berkeley was selected by the
Rockefeller Foundation in 2014 to
participate in its 1oo Resilient Cities
program.
2.3 Napa
Following a severe flood in 1995, a
Community Coalition was formed in the
City of Napa, California comprised of
community stakeholders including elected
officials, local environmentalists, local
economic development officials and many
others. According to Dave Dickson’s case
study entitled, “Living River: The Napa
Valley Flood Management Plan,” the “first
thing the (Coalition Steering) committee did
was develop a set of goals: 1. Protection
from the 100-year flood; 2. A living, vital
Napa River; 3. Economic revitalization; 4. A
cost that citizens could support; 5. Retaining

our valuable federal project authorization
(50 percent funding); and, 6. Watershed
wide planning and a solutions-integrated
system.” (Dickson, 2008)
Using a grant from the U.S. Army Corps of
Engineers, the Community Coalition
engaged in a two-year consensus building
project that resulted in a watershed wide
plan to reduce future flood impacts. This
plan called for buyouts of properties in the
floodplain, restoration of over 1,000 acres of
wetlands, construction or repair of five
bridges, terracing of the City waterfront to
provide enhanced flood protection and a
waterside park and walkway, and the
construction of a diversion canal. The
Community Coalition identified a ½ sales
tax increase as the most effective means of
securing a local long-term funding source
and worked with local vineyard owners to
pass the tax increase with a 2/3 voting
majority.
Implementation began in early in the 2000s
and has continued ever since with the
funding finally coming through for the
construction of the diversion canal in 2014.
The benefits accrued to the community
include not only enhanced flood protection
but also an economic boom to the City of
Napa that in the past 15 years has seen
nearly a $1 Billion in new public and private
investments in the City and the creation of
over 2,000 construction and permanent jobs.
As the implementation of the plan continues
so does the dialogue and cooperation
between the various members of the
Community Coalition continues to this day.
3. Important Factors
Based on the information presented in these
three case studies, the following factors have
been identified as critical to building
successful, long-term community-based
disaster risk reduction programs that will
allow communities to survive and thrive into
the future:
Take advantage of a crisis – In each of the
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three case studies, each community profiled
took advantage of a recent crisis to rally
community stakeholders to do something to
reduce future disaster impacts. The
heightened awareness of the community risk
and the efforts to respond and to recover
from a recent event seem to provide
community officials with an opportunity to
advance DRR measures that may be viewed
with more skepticism and resistance in a
non-crisis period.
Involve all Community Stakeholders –
Building a successful community-based
DRR program cannot be done by a select
few government officials.
This work
requires the involvement and efforts of all
community
stakeholders
including
government
officials
(elected
and
appointed), emergency managers, first
responders (fire, police, EMT), city and
county managers, planners, community
development officials, the local media, nonprofit groups, large and small business
owners and associations, the Chamber of
Commerce,
environmental
groups,
developers, utilities, churches. Community
organizations,
voluntary
and
nongovernmental organizations, communitybased
organizations,
community-base
foundations and individual citizens.
Local Champions – Leadership in this
effort is all important and a local champion
can make the difference between success
and failure. Such a champion can come
from the public sector, the private sector, the
non-governmental sector, the community
leadership or from everyday citizens. Carol
Williams in Tulsa – a concerned citizen was the first of many champions in that
community’s drive to reduce the impacts of
flooding. The University of California at
Berkeley was a champion of earthquake
hazard mitigation not only on its campus but
in the community at large. The vineyard
owners
in
Napa
championed
the
community’s 20-year flood reduction plan
and lead the fight to secure a critical local
funding source. Local champions come in
all shapes and sizes and are all critical.

Private Sector Involvement – The
sustained health of any community is tied
closely to the health of its economy and its
private sector. In the aftermath of a disaster,
the pace of recovery in the community can
often be pegged to how quickly businesses
and employers come back on line. Local
business leaders and the local Chamber of
Commerce must be involved in a
community-based DRR effort. Their needs
must be considered and the risks they face
addressed. The private sector is an excellent
source for local champions and one potential
source for resources.
Involving New Stakeholders – DRR has
long been the purview of emergency
managers and operations. The time has
come to expand the pool of government and
non-government
stakeholders
beyond
emergency
management.
Planners,
community
development
specialists,
economic development professionals and
public administrators all need to be involved
in DRR issues. Public interest groups,
community-based
organizations
and
environmental groups all add to the expanse
and effectiveness of efforts to reduce
disaster risks and impacts. The new skills
and relationships brought to the table by
these new stakeholders will expand the
reach and enhance the design and
implementation of a community-based DRR
program.
Resources – As with any DRR program,
resources will dictate much of the success of
the program. Multiple sources of funding
must be pursued including:
Local Funding Source – A local funding
source can come in many forms such as the
city bond issues used in Berkeley, the ½ cent
sale tax increase in Napa, and the
stormwater drainage fee in Tulsa.
A
consistent and sustained local funding
source provides reliable funding for a
community-based effort and can be
leveraged very effectively with funds from
other government and non-government
sources. Providing a local funding source
sends a clear signal to the community-at-
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large and potential donors that a community
is serious about DRR.
Federal and State Government Funds –
The Federal government is the most
significant source for DRR funding. FEMA
funds a variety of DRR programs including
its Hazard Mitigation Grant Program
(HMGP) and the Disaster Mitigation
Assistance (DMA) program. Other potential
sources of Federal funding can be found in
the various departments and agencies that
have direct or indirect involvement in
disasters such as the Corps of Engineers, the
Department of Transportation (DOT),
Housing and Urban Development (HUD),
Environmental Protection Administration
(EPA), Health and Human Services (HHS),
Department of Energy (DOE) and others.
Nearly all government funding programs at
the State and Federal levels can be linked to
DRR and with a little creativity accessed for
use in a community-based DRR effort.
Leverage Resources – The City of Seattle’s
Project Impact program was able to leverage
its $1 million in seed money from FEMA
with over $4 million in funding from the
public and private sectors. Some of the
resources were money and some in-kind
donations but they all added up to Seattle
being able expand its funding base fourfold.
As noted earlier, a community can use a
local funding source to leverage additional
resources from other sources as well. Napa
successfully used the funds from it ½ cent
sales tax increase to match funds made
available from State government and
foundation programs. The key is to identify
what sources of money and in-kind services
are available among all potential sources
including government, foundations, the
private sector and the non-profit sector.
Consensus Building – Coming to
community consensus on risks and what can
be done to mitigate those risks played a
large role in the success of the programs
presented in this book. Consensus building
was at the core of the 20-year flood
protection plan developed and implemented
in Napa. This and other examples highlight

how the consensus building process ensures
that all stakeholders are involved and all
views and ideas are heard. The resulting
plans reflect the needs of all parties and
include measures that can be supported and
promoted by all involved.
Environmental
Protection
and
Enhancement – The critical role that a
healthy and vibrant environment plays in
reducing the impacts of future disasters was
clearly illustrated in the case studies
involving flood issues. Restoring over 1,000
acres of wetlands in Napa and creating
additional open spaces and retention ponds
in Tulsa are excellent examples of how the
natural environment can be an effective ally
in reducing flood impacts in a community.
Co-Benefits – Risk reduction efforts almost
always provide co-benefits beyond reducing
the impacts of future events and reducing
recovery costs. In Napa, the implementation
of the 20-year Flood Control project has
served as the catalyst for the revival of the
City of Napa resulting in new jobs, nearly a
$1 Billion in new investments and a new,
prosperous future for its residents. In Tulsa,
the flood control efforts became the basis for
building programs to install tornado safe
rooms in homes and to design and
implement a model childcare preparedness
program.
4. Conclusion
Tulsa, Berkeley and Napa all face ongoing
risks that will only increase over time as our
climate continues to change. The long-term
efforts that these communities have
undertaken have significantly reduced the
impacts of future disasters on homes,
businesses and public infrastructure while at
the same time protecting and stimulating the
local economy. The involvement of all
community stakeholders in the planning,
design and implementation of DRR actions
have served to sustain these communitywide efforts and will do so in the years to
come.
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ABSTRACT:
Whereas The Great East Japan Earthquake left many tragedies with us, there is one and only gift among them, which the
earthquake presented to us. That is, we think, a verification; "Japan's architectural technology can well fight earthquakes."
In that context, it is a common thought that The Great East Japan Earthquake may become a remarkable turning point in
planning tsunami disaster mitigation measures in the future. There are many buildings which remained unwashed away even
being hit by the powerful tsunami. It seems the tsunami of The Great East Japan Earthquake was the first such tsunami
which left so many buildings remaining. This clearly owes to "the improvement of Japan's architectural technology." Thus,
we think it is necessary to base on an understanding; "architecture can be useful in tsunami disaster mitigation measures,"
when we plan such measures.
At this occasion, we expect to discuss with the people from around the world and exchange ideas on counter -tsunami
measures with use of architecture, applicable throughout the globe in the future.
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ղ ࠕ⏝࡛ࠖࡁࡿ⬟ຊ

࡞ࡃṧ␃ࡋᚓࡿࡇࢆᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡀ᳨ドࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ

ճ ࠕᐃእࠖࢆ๐ῶࡍࡿ⬟ຊ

ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢὠἼῶ⅏ᑐ⟇ࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛㈗㔜࡞ᩍ

մ 㑊㞴ࢆᐜ᫆ࡍࡿ⬟ຊ

カࢆṧࡋ࡚ࡃࢀࡓࡶࡢᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕὠἼࢆ㑊ࡅࡽࢀࡿ⬟ຊࠖࡢࡋ࡚㸪ࣆࣟࢸ㧗
㸯㸬㸱 ὠἼῶ⅏ᑐ⟇ᘓ≀ࡀά⏝࡛ࡁࡿ

ᒙᘓ⠏ࡀ࠶ࡿࠋࣆࣟࢸࡣὠἼࢆࢫ࣒࣮ࢬὶࡍࡢ࡛㸪

ྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚

ᒃఫ✵㛫ࢆὠἼࡽ㑊ࡅࡽࢀࡿࠋ㧗ᒙᘓ≀࡛ࡣ㸪ୗᒙ㝵
 ὠἼ⅏ᐖࡣྂࡃࡽ 3 㔜ⱞࡢ⅏ᐖ࡛࠶ࡿゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ ࡀὠἼࢆཷࡅ࡚ࡶ㧗ᒙ㝵ࡣὠἼࢆ㑊ࡅࡽࢀࡿࠋୗᒙ㝵ࡣ
ࡑࡢ 3 㔜ⱞࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ὠἼᚋ⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࡋ㸪㧗ᒙ㝵ࡣ㑊㞴ᡤࡋ࡚ࢆ
ᩆ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋὠἼᚋ㸪ὶኻࡏࡎṧ␃ࡋ࡚࠸ࡿᘓ
ձ ᆅ㟈ື⅏ᐖ

≀ࢆὙί㸪ᨵಟࡋࠕ⏝ࠖࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከᩘぢࡽࢀ
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ࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢὠἼ࡛ࡣ࡞ࡐ㸪ὠἼࢆཷࡅࡓᘓ≀ࡣ

㸦ὠἼࢆཷࡅࡓࡀ⩣᪥ࡽ᪥ᖖ⏕άࡀ࡛ࡁࡓ㸧

⏝ࡏࡎ㸪ゎయࡍࡿࡶࡢࡀከࡃ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࠕ⏝ࠖ
ࡶ㸪᪥ᮏࡢᘓ⠏ᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࡀࡁࡃ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ༶ࡕ㸪ᘓ⠏ᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࡀෆࡢ◚ቯࢆᑡ
࡞ࡃࡋࡓࡇ࡛㸪Ὑί㸪ᨵಟࡀᐜ᫆࡞ࡾ⏝ࡀྍ⬟
࡞ࡗࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡣணࡋ࡞ࡗࡓᡤࡲ࡛ὠἼࡀ᮶࡚㸪
ࡼࡃࠕᐃእࠖ࠸࠺ゝⴥࡀࢃࢀࡓࠋᐃእ࡛ᜍࢁࡋ
࠸ࡢࡣὠἼᮎ➃ࡢᾐỈ῝ࡢᑠࡉ࠸ᡤ࡛ከࡃࡢ᪉ࡀஸࡃ࡞
ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ⪏ὠἼᘓ⠏ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛ᾐỈ῝ࡢᑠࡉ
࡞ᡤ࡛ࡢࠕᐃእࠖࡢᝒࡣ⃭ῶࡉࡏࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶

ὠἼࡢࣛࣥ

ࡿࠋὠἼ࡛ࡣ㑊㞴ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㑊㞴ࢱ࣮࣡࡞
ྠᵝ㧗ᒙᘓ≀ࡣὠἼ㑊㞴ࡋ࡚ά⏝࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡢ㧗㱋♫࠾࠸࡚ࡣỈᖹ㑊㞴ࡼࡾࡶᘓ≀ࢆ⏝࠸ࡓ
㖄┤㑊㞴ࡢά⏝ࢆ⪃࠼ࡿࡁ௦᮶࡚࠸ࡿᛮ࠺ࠋ
㸰㸬㸱 ࠕὠἼࢆ㑊ࡅࡿࠖࡇࡼࡿὠἼῶ⅏ᑐ⟇
㸯㸧ࣆࣟࢸᵓ㐀ࡢά⏝
 ὠἼࢆ㑊ࡅࡿ᪉ἲࡋ࡚ࣆࣟࢸᵓ㐀ࡢ⏝ࡀ࠶ࡿࠋ
ᅗ 2.3.1 ♧ࡍࡼ࠺ࣆࣟࢸᵓ㐀ࡣᱱᰕࡋ࡞࠸ࡢ
࡛㸪ὠἼࢆ㑊ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋㄽ㸪ᰕࡀ࠶ࡿࡢ࡛ከ
ᑡὠἼࡢຊࢆཷࡅࡿࡀ㸪ぢࡅ㠃✚ࡀᑠࡉ࠸ࡢ࡛ཷࡅࡿ
ຊࡀ㠀ᖖᑠࡉࡃ࡞ࡿࠋ

┿   㝵ࡀࣆࣟࢸᵓ㐀ࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥ
㸦ὠἼࢆཷࡅࡲࡋࡓࡀ⩣᪥ࡽ᪥ᖖ⏕άࡀ࡛ࡁࡓ㸧

ࣆࣟࢸᵓ㐀ࡢ᭷ຠᛶࡀぢࡽࢀࡓࡀᒾᡭ┴㸪ᐑᇛ
┴࡛ぢࡽࢀࡲࡋࡓࡢ࡛┿ 2.3.1㸪┿ 2.3.2 ♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
㸰㸧㧗ᒙᘓ≀ࡢά⏝
 ᅗ 2.3.2 ࡣᘓ≀ὠἼࡢ㛵ಀࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ୖ㒊
㑊㞴
ᘓ≀ࡢ㧗ࡉ
タィᾐỈ῝

ὠἼ

⏝

ᅗ  ᘓ≀ὠἼࡢ㛵ಀ

ὠἼ
䝢䝻䝔䜱ᵓ㐀

 タィᾐỈ῝ࡣᘓ≀స⏝ࡍࡿタィ⏝ࡢὠἼࡢ㧗ࡉ࡛࠶
ᅗ  ࣆࣟࢸᵓ㐀࡛ࡣὠἼࡀ⮬⏤⾜ࡁ᮶࡛ࡁࡿࡢ
࡛ࠕὠἼࢆ㑊ࡅࡿࠖࡇࡀ࡛ࡁࡿ



ࡿࠋタィᾐỈ῝ࡣሙྜࡼࡗ࡚ࡣᐃእࡢែࢆ⪃࠼㸪
Ᏻ⋡ࢆ⪃៖ࡋ࡚ᾐỈ῝ࢆࡁࡃࡍࡿࡇࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ᾐỈ῝ࡼࡾࡶᘓ≀ࡀ㧗࠸ሙྜࡣᅗ 2.3.2 ♧ࡍࡼ࠺㸪
ୖ㒊ࡣࠕὠἼࢆ㑊ࡅࡿࠖࡇࡀ࡛ࡁ㸪ᘓ≀ୖ㒊㑊㞴࡛
ࡁࡿࠋㄽ㸪ᾐỈ῝ࡼࡾపᒙ㒊ศࡣὠἼᚋὙίࡋ㸪ᨵ
ಟࡋ࡚ࠕ⏝ࠖྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺㧗ᒙᘓ≀ࡣ㸪
ࠕὠἼࢆ㑊ࡅࡿ⬟ຊࠖࠕ⏝࡛ࡁࡿ⬟ຊࠖࡢ୧⪅ࢆ
ಖ᭷ࡋ࡚࠾ࡾὠἼࡣኚຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸬㸲 ࠕ⏝ࠖࡼࡿὠἼῶ⅏ᑐ⟇

┿   㝵ࣆࣟࢸᵓ㐀ఫᏯ

 ὠἼ⿕ᐖࡢ┿ࢆぢࡿὠἼࡼࡗ࡚ὶኻࡋ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓᡤࡔࡅ┠ࡀ⾜ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ὠἼࢆཷࡅࡿᘓ≀ࡣࡶ࠺
࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡿேࡶከ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ᛮ࠺ࠋࡋࡋ㸪ὠἼ⿕ᐖࢆࡼࡃぢࡿ㸪ὠἼࡢ㧗ࡉ
ࡼࡗ࡚⿕ᐖࡢ⛬ᗘࡀ✀ࠎ␗࡞ࡿࡇࡀศࡿࠋ
 ὠἼ⿕ᐖࡢ⛬ᗘࡼࡗ࡚ὠἼᚋ㸪ᘓ≀ࢆὙίࡋ㸪ෆ
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ࡀὙί㸪ᨵಟࡋ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸧
ࢆᨵಟࡋ࡚ࡑࡢࡲࡲ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶἑᒣ࠶ࡿࠋ௨
մ ࣍ࢸࣝ
ୗ㸪ὠἼ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚㸪ὠἼᚋ⏝ࡋ࡚࠸ࡿᘓ≀ࡢ
┿ 2.4.3 ࡣ㸪ᐑᇛ┴ர⌮⏫ࡢᾏᓊࡽ 200m ࡢᡤᘓ
ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋὠἼ࡛ὶኻࡋ࡞࠸࡛ṧ␃ࡉ࠼ࡋ࡚࠸
ࢀࡤὠἼᚋ㸪Ὑίࡋ㸪ᨵಟࡋ࡚⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ ࡘ࣍ࢸ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ2 㝵ࡲ࡛ὠἼࢆཷࡅࡓࠋὠἼᚋ㸪ᨵಟࡋ
⌧ᅾࡣ௨๓ྠᵝႠᴗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ὶኻࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ⏝࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

 ⏝࡛ࡁࡿ࠺ࡣ㸪ὠἼᚋࡢ⯆ࡢ᪩ࡉ㸪⤒῭
ⓗ㈇ᢸࡢ㍍ῶ࡞ࡁࡃ㛵ಀࡍࡿࠋ༶ࡕ㸪ࠕ⏝ࠖࡣ
ὠἼῶ⅏ᑐ⟇ࡢ㔜せ࡞᪉ἲࡢ  ࡘ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ձ ಶேఫᏯ
 㟷᳃㸪ᒾᡭ㸪ᐑᇛ㸪⚟ᓥࡢ 4 ┴࡛ࡣከࡃࡢಶேఫᏯࡀὠ
Ἴࢆཷࡅࡓࠋࡑࡢ୰࡛⏝࡛ࡁࡿఫᏯࡘ࠸࡚ࡣὠἼ
┤ᚋࡽ⏝ࡢࡓࡵࡢᕤࢆ⾜࠸㸪᪩࠸ẁ㝵࡛᪥ᖖ⏕
άࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡓࠋ

ղ 㞟ྜఫᏯ
 ┿ 2.4.1 ࡣ㸪ᐑᇛ┴▼ᕳᕷෆࡢ㞟ྜఫᏯ࡛㧗ࡉ 3m ࡢ
ὠἼࢆཷࡅࡓࠋὠἼᚋ㸪Ὑί㸪ᨵಟࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

┿  ᐑᇛ┴ர⌮⏫ࡢ࣍ࢸࣝ
㸦 㝵ࡲ࡛ὠἼࢆཷࡅࡓࡀᨵಟࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸧
㸰㸬㸳 ࠕᐃእࢆ๐ῶࡍࡿࠖࡇࡼࡿὠἼῶ⅏ᑐ⟇
 ὠἼࡀく᮶ࡍࡿ㡿ᇦ࠾ࡼࡧᾐỈ῝࡞ࢆ᫂♧ࡋࡓὠἼ
ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࢆసᡂࡋ㸪ఫẸ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦࡶከ
࠸ࠋࡋࡋ㸪ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡣᐇ㝿ࡢὠἼศᕸࣁࢨ࣮
ࢻ࣐ࢵࣉࡢศᕸࢆẚ࡚ࡳ࡚㸪ࢪࣕࢫࢺ୍⮴ࡋࡓᆅᇦࡣ
ᑡ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇࡣ㸪ὠἼࡢ☜ᐇᛶࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
༶ࡕ㸪ὠἼࡢศᕸࢆṇ☜ゝ࠸ᙜ࡚ࡿࡇࡢ㞴ࡋࡉࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ᅗ 2.5.1㸧
 ᅗ 2.5.1 ࡢ☜ᐇᛶࡢ㒊ศࡣὠἼࡢᮎ➃㒊ศ࡛㸪ᾐỈ῝
ࡀᑠࡉ࠸ሙᡤ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ༊ᇦ࡛ከࡃࡢ᪉ࡀஸࡃ࡞ࡗࡓ

 ┿  ᐑᇛ┴▼ᕳᕷෆࡢ㞟ྜఫᏯࠋ㧗ࡉ 㹫ࡢὠ
Ἴࢆཷࡅࡓ㸦Ὑί㸪ᨵಟࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸧

ճ ၟᗑ⾤
┿ 2.4.2 ࡣ㸪ᐑᇛ┴▼ᕳᕷࡢၟᗑ⾤࡛࠶ࡿࠋ㧗ࡉ 5m ࡢ
ὠἼࢆཷࡅࡓࠋࡇࡢၟᗑ⾤ࡶὙίࡋ㸪ᨵಟࡋ࡚Ⴀᴗࡋ࡚
࠸ࡿࠋ

ࡇࢁࠕᐃእࠖࡢᜍࡉࡀ࠶ࡾ㸪๐ῶࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶
ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞☜ᐇᛶࡢ༊ᇦ࠼ࡤࣆࣟࢸࡢࡼ࠺࡞
ὠἼࢆ㑊ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᘓ≀ࢆά⏝ࡋࡓࡽࠋᐃእࡢ༊
ᇦ࡛ஸࡃ࡞ࡿ᪉ࡣ⃭ῶࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥䛾ศᕸ

ὠἼண

ศᕸ

☜ᐇᛶ䛾㒊ศ
ᐇ㝿䛾ศᕸ

䠽) 䝝䝄䞊䝗䝬䝑䝥䛷䛾ὠἼศᕸ

┿  ᐑᇛ┴▼ᕳᕷࡢၟᗑ⾤
㸦㧗ࡉ P ࡢὠἼࢆཷࡅࡓ

b) ᮾ᪥ᮏ㟈⅏䛷ཷ䛡䛯ᐇ㝿䛾ὠἼศᕸ

ᅗ  ὠἼࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛
ཷࡅࡓᐇ㝿ࡢὠἼศᕸࡢẚ㍑
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ᘓ≀ࢆ㐀ࡿࡢࡣಶே࡛࠶ࡗ࡚Ỵࡋ࡚⾜ᨻ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ༶

㸰㸬㸵 ࠕὠἼࢆ㑊ࡅࡿࠖ࠾ࡼࡧࠕ⏝ࠖࡢ᪉ἲࢆే

ࡕ㸪ὠἼࡢ☜ᐇᛶᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡣ⾜ᨻࡢ⟇ࡶ㔜

⏝ࡋࡓሙྜࡢὠἼῶ⅏ຠᯝࡘ࠸࡚

せ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᘓ⠏ࢆά⏝ࡋࡓಶேࡢ⟇ࡶษ࡛࠶ࡿࠋ

 ὠἼῶ⅏ᑐ⟇ࡢ᪉ἲࡋ࡚ࠕὠἼࢆ㑊ࡅࡿࠖ᪉ἲ࠾ࡼ

ࡇࢀࡽࡢὠἼ㈇ࡅ࡞࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡣࡇࡢಶேࡢᘓ

ࡧࠕ⏝ࠖࡍࡿ᪉ἲࡀ࠶ࡿࡇࡣ๓㏙ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

⠏ࢆୖᡭࡃά⏝ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚⿕ᐖࢆ⃭ῶࡉࡏ㸪ᝒ

 ࡑࢀ࡛ࡣࠕὠἼࢆ㑊ࡅࡿࠖ᪉ἲࡋ࡚ࣆࣟࢸᵓ㐀ࢆ

ࡽ㏨ࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

⏝࠸㸪ࡘὠἼᚋὙί㸪ᨵಟࡋ࡚⏝ࡍࡿࠕ⏝ࠖࡍ
ࡿ᪉ἲࢆే⏝ࡋ࡚⏝࠸ࡓሙྜࡢὠἼῶ⅏ຠᯝࡢࢆලయ

㸰㸬㸴 ࠕ㑊㞴ࢆᐜ᫆ࡍࡿࠖࡇࡼࡿὠἼῶ⅏ᑐ⟇

ⓗ௨ୗ♧ࡍࠋ

 ㏨ࡆ᪉ࡣ㸪ḟࡢ㸰✀ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ

ᅗ 2.7.1 ࡣᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢᐑᇛ┴࠾ࡅࡿ≉ᐃࡢᖹ㔝
㒊࠾ࡅࡿὠἼࡢᾐỈ῝ศᕸࡢ࡛࠶ࡿࠋᾐỈ῝ 3㹫ࡢࣛ
ࣥ㸪5㹫ࡢࣛࣥ࠾ࡼࡧ 5㹫௨ୖࡢ༊ᇦ 3 ẁ㝵ศࡅ
࡚♧ࡋ࡚࠶ࡿࠋ
ᾐỈ῝ 3㹫௨ୗࡢ㒊ศ࡛ࡣ 1 㝵ࢆ 3.5㹫ࡢࣆࣟࢸᵓ㐀
ࡍࡿࡇ࡛㸪ᘓ≀ࡣὠἼࢆཷࡅࡿࡇ࡞ࡃ㸪ὠἼࡢ⩣
᪥ࡽ㏻ᖖࡢ⏕άࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᅗ 2.4.1 ࡽᾐỈ῝ 3㹫
௨ୗࡢᆅᇦࡣὠἼࢆཷࡅࡓᆅᇦࡢ 1/3 ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡽ㸪ࣆ
ࣟࢸᵓ㐀ࢆ⏝࠸ࡿࡇࡼࡗ࡚ᒃఫ✵㛫ࢆὠἼࡽ
యࡢ 1/3 ⛬ᗘᩆ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ὠἼࡀ 5㹫௨ୗࡢᆅᇦ࡛ࡶ 1 㝵ࢆ 3.5㹫ࡢࣆࣟࢸ
ᵓ㐀ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚㸪ᒃఫ㒊ศࡀ 1.5㹫⛬ᗘࡢὠἼ
ࢆཷࡅࡿࡇ࡞ࡿࡀ㸪ࡇࡢ⛬ᗘࡢᾐỈ῝࡛࠶ࢀࡤ㸪ὠ
ἼᚋὙί㸪ᨵಟࡋ࡚⏝࡛ࡁࡿࠋ௨ୖࡢࡇࡽ㸪ࡇ
ࡢᆅᇦࡢሙྜࡣ 1 㝵ࢆ 3.5㹫ࡢࣆࣟࢸᵓ㐀ࡍࡿࡇ
ࡼࡗ࡚㸪ὠἼࢆཷࡅࡓ 2/3 ⛬ᗘࡢᆅᇦࡢᘓ≀ࢆ⏝࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺༢㸪1 㝵ࢆࣆ
ࣟࢸᵓ㐀ࡍࡿࡔࡅ࡛⏝࡛ࡁࡿᘓ≀ࢆ⃭ቑࡉࡏࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ༶ࡕ㸪ὠἼῶ⅏ᑐ⟇ࡋ࡚ࣆࣟࢸᵓ㐀
ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇࡀศࡿࠋ

 ձ Ỉᖹ㑊㞴᪉ἲ
 ղ 㖄┤㑊㞴᪉ἲ
 Ỉᖹ㑊㞴ࡣ㸪ὠἼ㐼㐝ࡍࡿሙᡤࡶࡼࡿࡀ㸪ẚ㍑ⓗ
㛗࠸㊥㞳ࢆ⛣ືࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪㐨㊰ࡢ
ᩚഛ㸪Ṍ⾜ࡍࡿ⮬ື㌴ࢆ⏝ࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡞ࡢ
㆟ㄽࡀḞࡏ࡞࠸ࠋ
㖄┤㑊㞴ࡣ㸪㧗࠸ᘓ≀ࡢୖ㏨ࡆࡿࡇࢆ࠸࠺ࠋ㏨
ࡆࡿ㊥㞳ࡶỈᖹ㑊㞴ࡼࡾࡶ▷ࡃ࡚῭ࡴࠋ㑊㞴㊥㞳ࡀ㛗࠸
㸪▷࠸ࡣὠἼࡢ㑊㞴ࡍࡿ㸪ࡋ࡞࠸ࡁࡃ
㛵ಀࡋ࡚ࡃࡿࠋὠἼࡢ┦ᙜ࡞ẚ⋡ࡢே㐩ࡀ㏨ࡆ࡞
ࡗࡓ࠸࠺⤖ᯝࡀฟ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪㏨ࡆࡓࡃ࡞࠸ࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃ㑊㞴㊥㞳ࡀ㛗࠸ࡘ࠸ࠕ൨ຕࠖ࡞ࡿࡽ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋࡓ࠼ࡤ㸪ᐮ࠸ࡢኪࡢ㑊㞴㸪㑊㞴ࡍࡿࡢ
ேᡭࡀࡿே㐩࡞㸪㑊㞴ࡀࠕ൨ຕࠖ࡞ࡿሙྜࡀ
ከ࠸࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧௦ᘓ⠏࡛ࡣὠἼ࡛ὶኻࡋ࡞࠸ࡼ
࠺㸪ࡲࡓ㸪◚ቯࡋ࡞࠸ࡼ࠺ᘓ≀ࢆ㐀ࡿࡇࡣẚ㍑ⓗ
ᐜ࡛᫆࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㧗ᒙࡍࡿࡇࡶࡉ㞴ࡋ࠸ࡇ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆ⪃࠼ࡓሙྜ㸪ᚋࡢὠἼ㑊
㞴ࡣ㸪㖄┤㑊㞴ࢆከᵝࡍࡿࡼ࠺࡞⪃࠼᪉㌿ࡋ࡚࠸
ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋ

‧ ˌɦ‒

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡶᏛᰯࡢ⏕ᚐࡀ≛≅࡞ࡗࡓࡣከࡃ
࠶ࡿࠋ≛≅⪅ࡀฟࡓᏛᰯࡣ 2 㝵ᘓ㸪3 㝵ᘓ࡞ࡢẚ㍑ⓗప
ᒙࡢᏛᰯከ࠸ࠋὠἼࡢࡁࡉࡶࡼࡿࡀ㸪ᾏᓊ㏆ࡃ࡛
ࡣࡁ࡞ὠἼࡢሙྜࡣ 4 㝵⛬ᗘࡲ࡛ὠἼࡀ᮶ࡿࡇࡀ⪃࠼
‥ ˌɦ‒

ࡽࢀࡿࠋఱᨾ᫇ࡽ᪥ᮏࡢᏛᰯᘓ⠏ࡣྠ୍㝵࡛ᵓᡂࡉ
ࢀࡓࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡣ࠶ࡲࡾὠἼࡢࡇࢆ⪃࠼࡚࠸࡞
ࡗࡓࡇࡶࡼࡿᛮࢃࢀࡿ㸪ὠἼࢆཷࡅࡿᚰ㓄ࡢ࠶
ࡿ᪤ᏑࡢᏛᰯ࡛ࡣ㸪ᑡ࡞ࡃ࡚ࡶᰯ⯋ࡢ 1 㒊タィᾐỈ῝௨
ୖࡢ㝵㸦࠼ࡤ 5 㝵ᘓ㒊ศ㸧ࢆᣢࡘࡼ࠺ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
≉ᑠᏛᰯࡢపᏛᖺࡣ㸪Ꮫᰯࡽ㧗ྎࡢ㑊㞴ࡀ㞴ࡋ࠸

ᅗ  ᐑᇛ┴ࡢ≉ᐃࡢᖹ㔝㒊࠾ࡅࡿᾐỈ῝ศᕸ

ሙྜࡀከࡃ࠶ࡿࠋከேᩘࡢ⏕ᚐࢆᘬ⋡ࡍࡿඛ⏕ࡶ㈐௵ࢆ
ᣢࡗ࡚ࡢ㧗ྎ㑊㞴ࡣᅔ㞴࡞ሙྜࡀከ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡶࡋ㸪タィᾐỈ῝௨ୖࡢ㒊ศࡀ࠶ࢀࡤᑠᏛᰯ

 ௨ୖࡢࡇ㸪㧗ᒙᘓ≀ࡢά⏝ࡶ⪃࠼࡚㸪ࠕὠἼࢆ㑊ࡅ

ࡢ 1㹼3 ᖺ⏕ࡄࡽ࠸ࡢపᏛᖺࡢ⏕ᚐࡣ㸪ᰯ⯋ෆ࡛ࡢ㖄┤㑊

ࡿࠖ㸪ࠕ⏝ࠖࡼࡿὠἼῶ⅏ᑐ⟇ࢆࡲࡵ࡚♧ࡋࡓࡢ

㞴࡛༑ศὠἼࢆ㑊ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ⪏ὠἼ⿵ᙉࢆά⏝

ࡀᅗ 2.7.2 ࡛࠶ࡿࠋᅗ 2.7.2 ࡢࡼ࠺⌧ᅾࡢ᪥ᮏࡢᘓ⠏ᢏ⾡

ࡋ࡚㸪タィᾐỈ῝௨ୖࡢ㒊ศࢆタࡅࡿࡢࡀࡼ࠸ࠋ

ࢆ⏝࠸ࡿࡇࡼࡗ࡚ᘓ⠏ࢆ⏝࠸࡚㸪ὠἼ⿕ᐖࢆ⃭ῶࡉ
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ࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࡀศࡿࠋ

ࢁࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔࡽ㸪᪂ࡋ࠸ఏᢎ᪉ἲࢆᑟධࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢఏᢎ᪉ἲࡢ᭱ࡢḞⅬࡣ㸦ಖᏑ㸧㸻
㸦ఏᢎ㸧⪃࠼࡚࠸ࡿࡇࢁ࠶ࡿࠋ
༶ࡕ㸪ࡇࡢḞⅬࢆᡴ◚ࡋ࡞࠸㝈ࡾỌࡃఏᢎࡍࡿࡇࡣ
ྍ⬟ࡔᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᚋࡣ㸦ಖᏑ㸧㸻㸦ఏᢎ㸧
࠸࠺ྂ࠸⪃࠼᪉ࢆࡸࡵ㸪᪂㝞௦ㅰ࠸࠺᪂ࡋ࠸ᴫᛕࢆ
ᑟධࡋ㸪ྂ࠸⪃࠼ࡃ㏫ࡢ㸦᪂㝞௦ㅰ㸧㸻㸦ఏᢎ㸧
࠸࠺⪃࠼᪉࡛ఏᢎࡍࡿ᪉ἲࢆ᥇⏝ࡍࡁࡔ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

㸰㸧ලయⓗ࡞ఏᢎᢏ⾡
ఏᢎᢏ⾡ࡋ࡚㸪ḟࡢ㸱✀ࡢ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࢆྲྀࡾධࢀࡿࠋ

5m
3m
ձࠕὠἼయ㦂ࠖ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢఏᢎᢏ⾡ࡣ㸪ࠕ⪺ࡃࠖ㸪
ࠕぢࡿ࡛ࠖ⾜ࢃ
ᅗ  ࠕὠἼࢆ㑊ࡅࡿࠖ
㸪
ࠕ⏝ࠖࡼࡿ
ࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ࠕ⪺ࡃ㸪ぢࡿࠖࡔࡅ࡛㸪ᮎỌࡃఏᢎࡍࡿࡢࡣ↓
ὠἼῶ⅏ᑐ⟇ຠᯝࡢࡲࡵ
⌮࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇࡣᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ከࡃࡢ᪉ࡀஸࡃ࡞
ࡗࡓࡇࡽࡶศࡿࠋ
ࠕὠἼయ㦂ࠖࢆᑟධࡍࡿࡇࡼ
㸱㸬ὠἼఏᢎᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓὠἼῶ⅏ᑐ⟇ࡢಁ㐍
ࡗ࡚㸪ఏᢎࡢ᪂㝞௦ㅰࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾᮎỌࡃఏᢎ
㸱㸬㸯 ὠἼఏᢎࡢᚲせᛶ
ࡀ⥅⥆ྍ⬟࡞ࡿࠋㄽ㸪ᐇ㝿ὶືࡍࡿὠἼࢆయ㦂ࡍ
 ὠἼῶ⅏ᑐ⟇ࢆసࡗ࡚ࡶಁ㐍ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤពࡀ࡞࠸ࠋ ࡿࡓࡵࡢὠἼయ㦂⏝ࡢタࡣᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ὠἼῶ⅏ᑐ⟇ࢆಁ㐍ࡉࡏࡿຠᯝⓗ࡞᪉ἲࡣ㸪ᅜẸࡢࡳ࡞

ࡉࢇࡀὠἼࡢᛧࢁࡋࡉࢆᛀࢀࡎᑐ⟇ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡛
ղࠕ⮬ศ࡛య㦂ࡋ㸪⮬ศࡢཱྀࡽ㸪⮬ศࡢゝⴥ࡛ࠖ
࠶ࡿࠋࡋࡋ㸪ࠕ⅏ᐖࡣᛀࢀࡓࡇࢁࡸࡗ࡚᮶ࡿࠖゝࢃ
ఏᢎࡍࡿ
ࢀࡿࡼ࠺㸪㛫ඹᛀࢀཤࡽࢀ࡚࠸ࡃࠋᛀࢀ࡞ࡃࡍ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢఏᢎ᪉ἲ࡛ࡣὠἼయ㦂ࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ὠἼࡢ
ࡿ᭱Ⰻࡢ᪉ἲࡣࠕὠἼࡢᛧࡋࡉࢆఏᢎࡍࡿࡇࠖ㸪༶ࡕ㸪
ᜍࢁࡋࡉࢆᏛᰯ࡞࡛ᩍ⛉᭩࡛࣐ࢽࣗࣝⓗᩍ࠼ࡽࢀ
ὠἼఏᢎ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ὠἼࡼࡿ⿕ᐖࢆῶᑡࡉࡏ
ࡓࡇࢆఏ࠼ࡿࡋ᪉ἲࡀ࡞ࡗࡓࠋ⮬ศ࡛య㦂ࡍࡿࡇ
ࡿࡓࡵࡢ୍␒ࡢຠᯝⓗ࡞᪉ἲࡣὠἼఏᢎ࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕ㸪
ࡼࡗ࡚ὠἼࡢᜍࢁࡋࡉࢆయ࡛᠈࠼ࡿࡢ࡛㸪⮬ศࡢཱྀ
ࠕὠἼఏᢎ࡞ࡃࡋ࡚ὠἼῶ⅏ᑐ⟇࡞ࡋࠖゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ
ࡽ⮬ศࡢゝⴥ࡛⮬ಙࢆᣢࡗ࡚ఏᢎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡞ࡗࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋ

ఏᢎࡣᚋࡰỌஂ⥅⥆ࡋ࡚⾜࡞ࡅࢀࡤពࡀ࡞
㸱㸬㸰 ᪂ࡋ࠸ὠἼఏᢎᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࡣ㸪࡛ࡁࢀࡤⱝ⪅㸦࠼ࡤ㸪୰㸪㧗㸪
 ᪥ᮏࡣ㐣ཤࡶࡁ࡞ὠἼఱᅇࡶ㐼ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
Ꮫ⏕㸧ࠕ⮬ศ࡛య㦂ࡋ㸪⮬ศࡢཱྀࡽ㸪⮬ศࡢゝⴥ
ᗘࡈὠἼ⿕ᐖࢆᛀࢀ࡞࠸ࡼ࠺㸪ⓙ࡛ດຊࡋ࡚ࡁࡓࠋ
࡛ࠖఏᢎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒సࡾࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃ
ࡋࡋ㸪⾜ࡁ╔࠸ࡓඛࡀᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ⿕ᐖ࡛࠶ࡗࡓ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࠸࠺ࡇࡣఱࢆពࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

 ᚋࡶࡇࢀࡲ࡛ྠࡌࡼ࠺࡞ᡭẁ࡛ດຊࡋࡓࡍࢀࡤ㸪 ճὠἼࡢ⌧ሙ❧ࡕ㸪ࡑࡋ࡚Ꮫࡧ㸪ఏᢎࡍࡿ
ࡑࡢ⤖ᯝࡣᮾ᪥ᮏ㟈⅏㢮ఝࡋࡓࡶࡢ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡁ࡞ὠἼࢆཷࡅࡓ⌧ሙ❧ࡗ࡚ࡳࡿࡇࡼࡗ࡚㸪
࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣ࠺ࡋࡓࡽࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠋ ὠἼࡢᜍࢁࡋࡉࢆయ㦂ࡍࡿࡇࡣఏᢎࡍࡿ⪅ࡗ࡚
ࡑࡢࡓࡵࡣ᪂ࡋ࠸ὠἼఏᢎ᪉ἲࡢᢏ⾡㛤Ⓨࡀᚲせࡔ
ษ࡞ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ὠἼࡢ⌧ሙࢆぢ࡞ࡀࡽᏛࡪࡇ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡣ⏕ᾭᛀࢀࡿࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸Ꮫ⩦ࡋ࡚㸪グ᠈ṧࡿ

⪃࠼ࡽࢀࡿࠋㄽ㸪ᏛࡪࡓࡵࡢὠἼ㧗ࡉయ㦂㤋㸪ὠἼᏛ
 ᪂ࡋ࠸ὠἼఏᢎ᪉ἲࡢ⪃࠼᪉
⩦㤋ࡢタࡣᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡶὠἼ㐼࠺ࡓࡧࡈ㸪ὠἼࡢఏᢎࡣ࠸ࢁ

࠸ࢁ࡞᪉ἲ࡛ከᩘ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ㸪▼☃࡞ࢆ㐀

ࡿ㸪ᩥ❶࡛ṧࡍ㸪⤒㦂⪅ࡀㄒࡾ㒊࡞ࡿ࡞ࡢ᪉ἲ࡛⾜
ᩥ⊩
ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢ᪉ἲࡣ㸪ㄽຠᯝࡀ࠶ࡗࡓᛮࢃ
 ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ㸸2011 ᖺᮾᆅ᪉ኴᖹὒὠἼᆅ㟈⅏ᐖㄪ
ࢀࡿࡀ㸪ࡋࡋ㸪ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡶከࡃࡢ᪉ࡀஸࡃ࡞ࡗ
ᰝሗ࿌㸪2011 ᖺ 7 ᭶ 30 ᪥Ⓨ⾜
ࡓࡇࢆ⪃࠼ࡿ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢఏᢎ᪉ἲ༑ศ࡞ࡇ
 ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫᮾᨭ㒊㸸2011 ᖺᮾ᪥ᮏ㟈⅏⅏ᐖㄪ

ᰝሗ࿌㸪2013 ᖺ 5 ᭶ 11 ᪥Ⓨ⾜

*1 ᮾᕤᴗᏛ ྡᩍᤵ㸪ᕤ༤         (PHULWXV3URIHVVRU7RKRNX,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\
'U(QJ
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ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿᘓ≀⿕ᐖࡢᐇែᩍカ̿ື⿕ᐖࢆ୰ᚰࡋ࡚
ṇဨ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏
ᘓ≀⿕ᐖ

ᆅ㟈ほ グ㘓
Ꮿᆅ⿕ᐖ

※ۑᰤṇே

ᆅ㟈ື≉ᛶ
ᆅ㟈㜵⅏ᑐ⟇

ABSTRACT: A huge earthquake occurred in the Pacific Ocean off the coast of Miyagi, Japan on March 11, 2011
(indicated as “the 2011 Tohoku earthquake” hereafter) and caused huge physical damage and loss of life. The
moment magnitude of this earthquake, is 9.0, the largest recorded in Japan since modern seismograms became
available. The huge earthquake caused not only tremendous tsunami damage but also structural damage due to the
severe ground motion which continued for such a long duration.
This presentation starts from overview of the 2011 Tohoku earthquake, and shows lessons from the 2011 Tohoku
earthquake focused on the building damage in relation to the observed ground motion characteristics from the
engineering view points of the countermeasures against the expected earthquakes in other area of Japan and other
countries all over the worlds.
The observed ground motion characteristics are first described regarding the observed high acceleration record,
the impact of long-duration motions, and site dependent ground motions. Then, specific features of building
damage are described for the damage of the retrofitted building. Foundation damage and non-structural element
damage are discussed together with housing land damage from the point view of total balance of seismic
performance of the whole building. As for the damage of retrofitted building, of the damaged investigation of 9story SRC building at Aobayama campus of Tohoku University is introduced including the moving resonant
phenomena based on the observation records. Other typical damage features are described for the foundation
damage, the non-structural element damage like drop of suspended ceiling board, and housing land damage caused
at the valley-filled land with high water level by the ground motion with long-duration.
As concluding remarks, the following learnings and lessons need to be addressed in order to establish stronger
earthquake countermeasures for urban and building structures. 1) the effectiveness of the seismic reinforcement, 2)
Necessity of seismic micro-zoning considering ground motion difference due to geological conditions, 3) Safety
confirmation of structural elements for cumulative building response due to the long-duration earthquake and many
aftershocks, 4) Consideration of the non-stationary nature of ground motion and the nonlinearity of the building for
a huge earthquake, 5) Total balance of the structural elements, the non-structural elements, and the equipment,
together with the balance of foundation and the superstructure for the synthetic seismic performance of the whole
building needs to be achieved, 6) Evaluation of the residue performance of buildings damaged by past earthquakes
and this earthquake.
The author also insists that it is important to utilize efficiently a large amount of observation data during the
huge earthquakes and to verify the correspondence of observation and analysis based on observation data including
structural health monitoring data. By the experience of the huge earthquake, the author thinks that holistic
earthquake countermeasures are required for the subdivided society, which leads to weak points against disasters.
Comprehensive countermeasures due to ‘Collaboration’ and ‘Cooperation’ are needed to resolve weak points for
stronger society against earthquake disaster.
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ࡇࢀࡽࡣࠊࢧࢫ࣑ࢵࢡ࣭࣐ࢡࣟࢰ࣮ࢽࣥࢢࡢᚲせ

㛵ᮾᖹ㔝ࡸ㜰ᖹ㔝ࡣࡁ࡞ሁ✚┅ᆅࢆ࡞ࡋ࡚࠾ࡾࠊ

ᛶࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᆅ┙ቑᖜ≉ᛶ㛵ࡍࡿἲⓗつไࢆ

ࡇࢀࡼࡿᆅ㟈ືࡢቑᖜࡣ⪃៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᮾ

ᙉࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ≉ࠊᆅ┙ࡢඹࡼࡿᘓ≀ࡢ

᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡣࠊ10 ศ௨ୖࢃࡓࡾ㉸㧗ᒙᘓ⠏ࢆᦂࡍࡗ

ᦆയࢆ⪃៖ࡋࡓ⪏㟈タィࡢ᥎㐍ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࣆ࣮ࢡ

ࡓࠋ㛵ᮾᖹ㔝ࡢ῝㒊ᆅ┙ᵓ㐀ᇶ࡙ࡃ⾲㠃Ἴࡢఏ㏿ᗘ

ືᩘࢆ⪃៖ࡋࡓタィ㸦ඹ⪏࠼ࡿࠊඹࢆ㑊ࡅࡿ㸧

ศᕸࢆ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽ K-NET ࡢほ

࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࡇࡢሙྜࠊᆅ㟈ືࡢ㠀ᐃᖖᛶᦂࢀࡢ⧞

7)

㍑᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ

Ⅼࡢᆅ㟈ືࡢ㐪࠸ࢆẚ

ࡾ㏉ࡋࡼࡿᘓ≀ࡢຎక࠺㠀ᐃᖖᛶࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ
ࡀ ᮃ ࡲ ࢀ ࠊࠕ 㐍 ⾜ ᛶ ◚ ቯ ࠖ   ࠕ ⛣ ື ඹ  㸦 Moving
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Resonance㸧
ࠖࡼࡤࢀ࡚࠸ࡿ⌧㇟ࡢゎ᫂ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ࢇࡁࡃ࡞ࡗࡓࡇࡀࠊேⓗ⿕ᐖࡀẚ㍑ⓗᑠࡉࡃ࡚῭ࢇ

グ㘓ࢆ⏝࠸ᵓ㐀≀ࡢ㠀

ࡔࡇࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿࡇࢆᣦࡍࡿᚲせࡀ

⥺ᙧᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᚲせ⪏ຊࡢᆅ┙ࡼࡿᕪࡢẚ㍑᳨ウࢆ

࠶ࡿࠋ㸰ࡘ┠ࡢᦂࢀࢆࡶࡓࡽࡋࡓᆅ㟈Ἴࡀ᭱ึく᮶ࡋ

⾜࠸ࠊ6㸫10 㝵⛬ᗘࡢᘓ≀࡛ 2㹼3 ಸࠊ15㸫20 㝵ࡢ㧗ᒙࣅ

ࡓ࡞ࡽࡁ࡞ேⓗ⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡓᛮ࠺ࠋࡶࡕࢁ

➹⪅ࡽࡣࠊྎᕷෆࡢᆅ㟈ほ

8)

ࢇேⓗ⿕ᐖࡢపῶࡣ᪩ᮇᆅ㟈㆙ሗࡢຠᯝࡶ࠶ࡗࡓࠋ

࡛ࣝࡶ㸰ಸ⛬ᗘࡢᕪࡀ࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ
ሁ✚┅ᆅ࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡼࡿᆅ㟈ືࡢቑᖜࡤࡾ
࡛࡞ࡃࠊ⥅⥆㛫ࡢቑᑐࡍࡿ⪃៖ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸰㸧ୖ㒊ᵓ㐀ᇶ♏ᵓ㐀ࡢࣂࣛࣥࢫࡢᚲせᛶ

㸱㸬≉ᚩⓗ࡞ᘓ≀⿕ᐖ

ᘓ≀ࡣ༳㇟῝࠸ࠋྎᕷᐑᇛ㔝༊ࡢ㹑࣐ࣥࢩࣙࣥ㸦┿

㸦㸯㸧⾪ᧁⓗ࡞ࠕᏛࡧ⯋ࠖࡢ⿕ᐖ 9)

㸰㸧ྎᕷኴⓑ༊㛗⏫ࡢ㒆ᒣᕷႠఫᏯ㸦┿㸱㸧ࡢ⿕

᫂ᬯࢆศࡅࡓ 1978 ᖺᐑᇛ┴Ἀᆅ㟈࠾ࡅࡿᮺᇶ♏⿕ᐖ

ᮾᏛᕤᏛ㒊ࡢே㛫࣭⎔ቃ⣔◊✲Ჷ㸦㹑㹐㹁㐀㸷㝵

ᐖ≧ἣࡢᕪ࡛࠶ࡿ

10)

ࠋ๓⪅ࡣ 1978 ᖺᐑᇛ┴Ἀᆅ㟈࡛ᮺᇶ

ᘓ㸧ࡣࠊ4 㝮ࡢᰕࡀࢭࢵࢺࣂࢵࢡࡋࡓ 3 㝵୰⬮㒊࡛◚ࡋࠊ ♏ࡢ⿕ᐖࢆཷࡅ⿵ಟࡋࡓࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᚋ⪅ࡣࠊᮺࡢ
ゎయࡉࢀࡓ㸦┿㸯ཧ↷㸧ࠋ1969 ᖺ❹ᕤࡢᘓ≀࡛ᅵᮌ࣭ᘓ

ᦆയࡼࡾഴᩳࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ

⠏ࡢ༞ᴗ⏕ࡢᏛࡧ⯋࡛ࡶ࠶ࡿࠋ

┿㸯 ጔቨ୧➃㝮ᰕࡢᰕ⬮㒊ࡢ⿕ᐖ≧ἣ
┿㸰 ഴᩳࡋࡓ㹑㹐㹁㐀  㝵ᘓࡢ㹑࣐ࣥࢩࣙࣥ
㸦ᕥ㸧ᬒ㸦ྑ㸧([S- 㒊ࡢ㛤ࡁ

㟷ⴥᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࡣࠊୣ㝠ᆅࡢᆅ┙ᵓ㐀ࡼࡾ࿘ᮇ 1
⛊㏆ࡢᡂศࡀྎ㥐๓ᑐࡋ࡚㸰ಸቑᖜ㸦ᅗ㸳ཧ↷㸧
ࡋࠊ㏿ᗘᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝ(ῶ⾶ 5%)࡛ 180cm/s 㐩ࡍࡿᆅ
ື࡛ࠊ8 㝵ᘓࠊ9 㝵ᘓࡢ◊✲Ჷࡀࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓࠋࡍ
࡚⪏㟈⿵ᙉࡋ࡚࠶ࡗࡓᘓ≀࡛࠶ࡿࠋᘓ≀ෆࡢᆅ㟈ほ
グ㘓ྎᕷෆࡢᆅ㟈ほ

グ㘓ࡢศᯒࡼࡾࠊ⿕ᐖࡢせ

ᅉࢆ⛉Ꮫⓗศᯒࡋㄝ᫂ࡋ࡚ࡁࡓࡇࡣព⩏ࡀ࠶ࡿᛮ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㛵ಀ⪅ࡋ࡚ᩍカࡣࠊ㸯㸧1978 ᖺࡢᆅ㟈࡛ኚ
ື㍈ຊᑐࡋࠊ➽ࡀ◚᩿ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺㞃ࢀࡓᦆയࢆ
┿㸱ᇶ♏ࡢ⿵ᙉຠᯝࡼࡾᵓ㐀⿕ᐖࡀ↓ࡗࡓ
ྎᕷኴⓑ༊ࡢᕷႠఫᏯ

᳨▱࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡇࠊ㸰㸧ᦆയࡋ࡚࠸ࡿ㒊ຊࡀ
ࡿࡼ࠺࡞⪏㟈ᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࡇࠊ㸱㸧ᡴࡕ࠼ࡓ⪏㟈
ቨ᪤Ꮡࣇ࣮࣒ࣞࡢ㐃⤖ࡀᙅࡃࠊ3 㝵ࡽୖࡀపᒙ㒊

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡣࠊ78 ᖺᐑᇛ┴Ἀᆅ㟈ࢆୖᅇࡿᦂࢀ࡛

⨨࠸࡚࠶ࡗࡓࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ᾋࡁୖࡀࡾືࢆ㉳ࡇࡋ࡚ࡋ

࠶ࡾࠊ๓⪅ࡀᮺࡢᦆയ㸦᥎ᐃ㸧ࡼࡾഴᩳࡋゎయࡉࢀࡓ

ࡲࡗࡓࡇࠊ࡞࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡇࡢᘓ≀ࡢ❹ᕤ௨᮶ࠊゎ

ࡀࠊᚋ⪅ࡢᕷႠఫᏯࡣࠊ࿘ᮇ 1 ⛊㏆ࡢࡁ࡞ᦂࢀ㸦5%

యࡲ࡛ࡢືィ

ࡢ㏿ᗘᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺ࡛ࣝ 300cm/s㸧࡛࠶ࡗࡓࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ

ࡼࡿ㛗ᮇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢࢹ࣮ࢱࡣ⮬

ᕫᐉఏ࡛࠶ࡿࡀࠊ⪏㟈ᕤᏛୖᴟࡵ࡚㈗㔜࡞ࡶࡢ࡞ࢁ࠺ࠋ ↓⿕ᐖ࡛῭ࢇࡔࠋࡇࢀࡣࠊ1978 ᖺᐑᇛ┴Ἀᆅ㟈ࡢ┤ᚋ
㟷ⴥᒣ࡛ࡣ࿘ᮇ 1 ⛊ࡢᡂศࡀ 2 ಸቑᖜࡍࡿࡢࡣࠊ

⾜ࡗࡓᇶ♏ࡢ⿵ᙉᕤࡢຠᯝࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓุ᩿

1978 ᖺᐑᇛ┴Ἀᆅ㟈࡛ࡶศࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ2 ಸࡢᕪࢆ⪃

࡛ࡁࡼ࠺ࠋศㆡ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢࡼ࠺࡞㞟ྜఫᏯ࡛ࡣࠊྜព

៖ࡍࡿࡔࡅࡢ♫ⓗཷࡅධࢀࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞ࡗࡓࡢࡣ

ᙧᡂࡢၥ㢟ࡣᪧ⯆ୖࡢၥ㢟࡛ࡶ࠶ࡾࠊᕷႠఫᏯࡢሙ

ᐇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ྜ᫂ᬯࢆศࡅࡓࠋ

ࡇࢁ࡛ࠊᮾᏛࡢᏛෆタࡢ⪏㟈⋡ࡣᮾ᪥ᮏ

ࡲࡓࠊᮺᇶ♏ᘓ≀㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⪏㟈ᇶ‽ࡢኚ㑄ࢆ⪃៖

㟈⅏ᆅ㟈Ⅼ࡛ࡣ 88㸬5㸣࡛࠶ࡗࡓࠋேⓗ⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡉ

ࡋࠊᪧᇶ‽ࡼࡿᮺᇶ♏ᘓ≀ࠊ≉ᦚ≧ẚࡢࡁ࡞ᘓ≀

࡞ࡗࡓࡢࡣࡇࡢ㧗࠸⪏㟈⋡㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶ࠶

ࡣせ᳨ウ࡛࠶ࡿࠋ

ࡿࡀࠊᆅ㟈ࡢᦂࢀࡢᛶ㉁ࡋ࡚᭱ึᐑᇛ┴ᇦࢆくࡗࡓ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡣࠊୖ㒊ᵓ㐀⿕ᐖࡀ࡞ࡃ࡚ࡶᮺࡢᦆ

ᦂࢀࢆࡶࡓࡽࡋࡓ㟈※ࡢࡾ᪉㉳ᅉࡋ࡚ᦂࢀࡀࡔࢇࡔ

യࡼࡾゎయࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡗࡓᘓ≀㸦ྎᕷⱝᯘ༊
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༺⏫㹉ࣅࣝ㸧ࡸ⪏㟈ᨵಟࢆ⾜ࡗࡓᰯ⯋ࡢᮺᇶ♏⿕ᐖ㸦

㌿ಽ㜵Ṇᑐ⟇ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡚ࡶᅛᐃලࡀቨࡽᢤࡅฟࡋ

ᓮᕷ㹄㧗➼Ꮫᰯ㸧ࢆᣦࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ㞄᥋ࡍࡿ⪏㟈

࡚ࡋࡲࡗࡓࡀ࠶ࡾࠊ⥅⥆㛫ࡢ㛗࠸ᦂࢀᑐࡍࡿᅛ

ᨵಟ๓ࡢᮺᇶ♏ᘓ≀㸦ᓮᕷ㹄୰Ꮫᰯ㸧ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ

ᐃලࡢᛶࡢ᳨ドࡋ࡚⏬ᱞၥ㢟ࡀᾋࡁୖࡀࡗࡓࠋ

⪏㟈ᨵಟࡢㄢ㢟ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡿࠋୖ㒊ᵓ㐀ᇶ♏ᵓ㐀

㧗㢠࡞ᐇ㦂⨨ࡢ㌿ಽᑐ⟇ࡀ༑ศ࡛࡞ࡗࡓࡇࠊ㧗㢠

ࡢ⪏㟈ࢡࣛࢸࣜࡣᆅ㟈ࣜࢫࢡ㸦ࣜࢫࢡపῶࡤࡾ࡛

࡞ഛရᅛᐃࡋ㞴࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ

࡞ࡃಖ㝤ࡼࡿࣜࢫࢡ㌿᎑㸧ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㔜せ࡞ㄢ㢟ࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ᾮ≧ࡋࡓᆅ┙࠾ࡅࡿᮺᇶ♏ᘓ≀ࡢ⿕ᐖᑐࡍࡿᑐ
⟇ࡶ㤳㒔ᅪ࡛ᐃࡉࢀࡿᆅ㟈ᑐ⟇ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡁ࡞
ㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸦㸱㸧㌣యࡤࡾ࡛࡞ࡃ㠀ᵓ㐀࣭タഛࡢࣂࣛࣥࢫ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ⿕ᐖࡋ࡚ࠊኳᮦࡢⴠୗࡸᘓ≀ࡢእ
ቨࡢⴠୗࡀ┠࠸ࡓࠋ≉ࠊኳᮦࡢⴠୗ⿕ᐖ࡛ࡣࠊ
ᮾிẁ㤋࡛ࡢ 2 ྡࡢ≛≅⪅ࡀฟࡿ࡞ึࡵ࡚≛≅⪅
ࢆฟࡋ㈐௵ࡀၥࢃࢀࡿࡶᑐ⟇ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅜᅵ㏻┬ࡢㄪᰝ࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛ᣦࡋࡓࠕࢀṆࡵࠖࡢ

┿㸳 ㌿ಽࡋࡓᐇ㦂⨨㸦ᮾᏛ㟷ⴥᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧

タ⨨࡛ࡣၥ㢟ࡀゎỴࡋ࡞࠸ࡇࢆᣦࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
ኳⴠୗࡣከ┠ⓗ࣮࣍ࣝࡸ⾜ᨻᗇ⯋ࡢ㆟࣮࣍ࣝ࡞࡛

ࡲࡓࠊ㟷ⴥᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛◚ࡋゎయࡉࢀࡓ㟁Ꮚᛂ⏝
≀⌮◊✲Ჷ 1 ྕ㤋㸦㹑㹐㹁㐀㸶㝵ᘓ㸧࡛ࡣᘓ≀㌣యࡢ⿕

┠❧ࡗࡓࠋ
┿㸲ࡣࠊ➹⪅ࡀどᐹࡋࡓྎᕷෆࡢᘓ≀ࡢኳᮦⴠ

ᐖࡤࡾ࡛࡞ࡃࠊ࣌ࣥࢺࣁ࢘ࢫ㒊ࡢ⿕ᐖక࠸ࠊ࢚ࣞ࣋

ୗ⿕ᐖ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ⏝ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡓࡵ⮳

࣮ࢱࡀⴠୗࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆᣦࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ┿㸴

ࡽ࡞ࡗࡓࢣ࣮ࢫࡀከࠎ࠶ࡗࡓࡇࢆᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ ࡇࡢᘓ≀ࡢᒇୖࡢ⿕ᐖ≧ἣࢆ♧ࡍࠋࡓࡲࡓࡲࠊⴠୗࡋࡓ
࢚࣮ࣞ࣋ࢱࡢ୰ࡣㄡࡶࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࡓࡵ㈐௵ၥ
㢟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᐃࡉࢀࡿ㤳㒔ᅪ࡛ࡢᆅ㟈࡛ண
ࡉࢀࡿ⿕ᐖࡋ࡚ᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋᆅ㟈㆙
ሗࡢ᭷ຠά⏝ࡼࡾࠊ㛢ࡌ㎸ࡵࡶྵࡵࡓேⓗ⿕ᐖࡢపῶ
ࡶᮃࡲࢀࡿࠋ

┿㸲 ྎᕷኴⓑ༊ࡢᩥࢭࣥࢱ࣮࣮࣍ࣝࡢ
ኳࡢⴠୗ

㔜せ࡞㠀ᵓ㐀ᮦ࣭タഛࡢタィ࡛ࡣࠊᗋᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝ
ἲࡢᑟධࡼࡾࠊᆅ┙ࡢඹࡸᵓ㐀㌣యࡢඹࢆ⪃៖ࡋ
ࡓタィయ⣔ࡀᚲせࡢࡼ࠺ᛮ࠺ࠋኳᮦࡢタィ࡛ࡣࠊᒇ
᰿ࡽኳᮦఏ㐩ࡉࢀࡿື࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀỈᖹ᪉ྥ
ఏࡋࠊኳᮦࡀἼᡴࡘ≧ែ

11)

࡞ࡿᨭ㓄㠃✚ᙜࡓࡾ

┿㸴 ᒇୖ࣌ࣥࢺࣁ࢘ࢫࡢ⿕ᐖ≧ἣ

ࡢᆅ㟈Ⲵ㔜࡛῭ࡲ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡞ࡽ࡞࠸
ࡼ࠺ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋタഛᑐࡋ࡚ࡣᒁ㒊㟈ᗘἲࡢつ
㸲㸬Ꮿᆅ⿕ᐖ

ไᙉࡶᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
๓㏙ࡢࡼ࠺ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡣࠊᮾᏛ࡛ࡣ㟷ⴥᒣ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡣࠊྎᕷෆࢆ୰ᚰ⏒࡞Ꮿᆅ⿕ᐖ

࢟ࣕࣥࣃࢫࢆ୰ᚰࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓࡀࠊ⿕ᐖࡣᵓ㐀

ࡀ⏕ࡌࡓࠋྎᕷෆ࡛ࡣࠊ㸷ࡘࡢ㐀ᡂᅋᆅ࡛ 5,000 ⟠ᡤ௨

㌣యࡤࡾ࡛࡞ࡃࠊ㧗౯࡞ᐇ㦂⨨࡞ᐊෆഛရࡶᕧ

ୖࡢ⿕ᐖሗ࿌ࡀ࠶ࡾࠊྎᕷኴⓑ༊ࡢᅋᆅ㸦⥳ࣨୣ㸲

㢠࡞⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓ㸦┿㸳ཧ↷㸧ࠋ⿕ᐖせᅉࡋ࡚ࠊ

┠㸧ࡣ⛣㌿ࢆవ࡞ࡃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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┿㸵ࡣࠊ┒ᅵᔂቯࡢ⿕ᐖ≧ἣࡢࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶

ࣥࢢࢹ࣮ࢱࢆྵࡴከࡃࡢᆅ㟈ほ

グ㘓ࡀࠊ⌮ㄽゎᯒᐇ

ࡾࠊᘓ≀⮬యࡀ㡹ᙉ࡛ࡶ㊊ඖࡀᔂࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࡣࠊఱࡢ

㦂ほ

ࡓࡵࡢ⪏㟈ᑐ⟇ࡀศࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࠋᏯᆅࡢ⪏㟈ᛶୖ㒊

࠶ࡿࡇࢆᣦࡍࡿࠋࡲࡓࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࢆ⤒㦂ࡋ࡚ᛮ

ᵓ㐀ࡋ࡚ࡢఫᏯࡢ⪏㟈ᛶࡢࣂࣛࣥࢫࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

࠺ࡇࡣࠊ࣮࣍ࣜࢫࢸࢵࢡ࡞ᆅ㟈ᑐ⟇ࡢᚲせᛶ࡛࠶ࡾࠊ

ࡢᩚྜᛶࡢほⅬࡽ᭷ຠά⏝ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛

㐣ᗘ⣽ศࡉࢀࡓ⌧௦♫࠾ࡅࡿ⅏ᐖୖࡢᙅⅬࢆ⿵
࠺ࡓࡵࡢ㐃ᦠ༠ാࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
1) Architectural

Institute of Japan (Editor) Preliminary

Reconnaissance Report of the 2011 Tohoku-Chiho TaiheiyoOki Earthquake, Springer, 2011.
2) Masato Motosaka, LESSONS OF THE 2011 GREAT EAST
JAPAN

EARTHQUAKE

FOCUSED

ON

CHARACTERISTICS OF GROUND MOTIONS AND
BUILDING DAMAGE, Proc. International Symposium on
the 2011 Great East Japan Earthquake, pp.166-185, 2012,

┿㸵 ┒ᅵᔂቯࡼࡿఫᏯ⿕ᐖ㸦ྎᕷ㟷ⴥ༊すⰼⱌ㸧

3) ※ᰤṇேࠊᰘᒣ᫂ᐶࠊ㸰㸮㸯㸯ᖺᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ
⿕ᐖࢆཷࡅࡓᏯᆅࡢඹ㏻Ⅼࡋ࡚ࠊ㸯㸧㇂ᇙࡵࠊ㸰㸧

㟈ࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼࡚̿᪩ᮇᆅ㟈㆙ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌧≧

㧗࠸ᆅୗỈࡀ࠶ࡆࡽࢀࠊࡇࢀ㛗࠸⥅⥆㛫ࡢᆅ㟈ື

ㄢ㢟㸫ࠊ➨ 30 ᅇ᪥ᮏ⮬↛⅏ᐖᏛᏛ⾡ㅮ₇㞟ࠊ2011

ࡀస⏝ࡋࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ᦂࡍࡽࢀࡓࡇࡀᏯᆅ⿕ᐖࡘ࡞

ᖺ 11 ᭶

ࡀࡗ࡚࠸ࡿㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡶྎᕷᏯᆅᑂ㆟

4) ᆏᮏᣅஓࠊ☾㒊ுኴࠊ※ᰤṇேࠊᰘᒣ᫂ᐶࠊᐑᇛ┴

ࡢጤဨࡋ࡚ࠊᏯᆅࡢ⪏㟈ᛶ⬟ࡑࡢୖᘓࡘఫᏯࡢ⪏

ᓮᕷᐑᇛ┴ᰩཎᕷࢆᑐ㇟ࡋࡓࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝᇶ

㟈ᛶ⬟ࡢၥ㢟ࡸࠊ⅏ᐖᪧ࣭⯆㐣⛬࠾ࡅࡿᘓ⠏ᅵ

࡙ࡃᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈 4 ᭶ 7 ᪥ࡢవ㟈㸦M7.2㸧

ᮌࡢ㐃ᦠࡢᚲせᛶࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᏯᆅࡢᪧ࣭

ࡢ ᦂ ࢀ ࡢ ㄪ ᰝ ࠊ JAEE ᪥ ᮏ ᆅ 㟈 ᕤ Ꮫ  ㄽ ᩥ 㞟 ࠊ

⯆ᕤࢆ⾜࠺ሙྜࡢఫẸࡢྜពᙧᡂࡢၥ㢟ࡶㄢ㢟ࡋ

Vol.12(2012)No.5,133-142ࠊ2012 ᖺ 11 ᭶
5) Motosaka, M. and Tsamba, T., Investigation of High

࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ

Acceleration Records at K-NET Tsukidate Station During
the 2011 off the Pacific Coast Tohoku Earthquake, 2011-

㸳㸬ࡲࡵ

JAEE Annual Meeting, 24-25, 2011.
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ᕷ࣭ᘓ⠏ࡢ⥲ྜⓗᆅ㟈ᑐ⟇ྥࡅࡓᩍカࢆ௨ୗ♧ࡍࠋ
1) 㐺ษ࡞⪏㟈⿵ᙉࢆ⾜ࡗࡓᘓ≀ࡣ⿕ᐖࢆචࢀࡓࡇ
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ࡽ⪏㟈ᨵಟ࣭⿵ᙉࡢ᭷ຠᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

࡛ほ
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⪏㟈デ᩿㸭⿵ᙉ࠾ࡅࡿ㐺ษ࡞⪃៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࢧ

⟅㔞ࡢẚ㍑ࠊAIJ Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟ࠊ2013 ᖺ
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⥅⥆㛫ࡢ㛗࠸ᆅ㟈ື࠾ࡅࡿᖜ࡛ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ
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6) 㐣ཤࡢᆅ㟈ࡸᅇࡢᆅ㟈࡛⿕⅏ࡋࡓᘓ≀ࡢṧᏑ⪏㟈

11) ※ᰤṇேࠊኳⴠୗ⿕ᐖࢆཷࡅࡓᒇෆࣉ࣮ࣝタࡢᒇ
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ᛶ⬟ࡢ㐺ษ࡞ホ౯ἲࡢ☜❧ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾࠸࡚ほ

ᅇ᪥ᮏ⮬↛⅏ᐖᏛᏛ⾡ㅮ₇㞟ࠊ2006 ᖺ 11 ᭶

ࡉࢀࡓᵓ㐀࣊ࣝࢫࣔࢽࢱࣜ
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ᐃእࡢ⅏ᐖᙉ࠸㒔ᕷᘓ⠏

ṇဨ
㉸㧗ᒙᘓ⠏
㤳㒔┤ୗᆅ㟈

ᶵ⬟⥔ᣢ
ᾏ⁁ᆺᕧᆅ㟈

⏣ஂۑ❶*

࢚ࣜ㜵⅏
ᐃእᑐᛂ

ABSTRACT: We report a proposal and research activities by AIJ (Architectural Institute of Japan), on high-rise
buildings and central city areas against unexpected large-scale earthquake disasters. In addition, we report the recent
actual activities by a high-rise building (Kogakuin University, Shinjuku Campus) and the disaster prevention council
around the Shinjuku Station area in Tokyo.
㸯㸬ࡣࡌࡵ
2011 ᖺᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ㝿ࠊ㤳㒔ᮾிࡢ㟈ᗘࡣ㸳࡛࠶ࡗ

⅏ㄪᰝ⯆ᨭᮏ㒊ࠖࢆタ⨨ࡋࠊ࡛ᚋ᳨ウࡍࡁㄪᰝ

ࡓࡀࠊබඹ㏻ࡸ㤳㒔㧗ࡀṆࡋࠊつᶍࢱ࣮࣑ࢼࣝ㥐

ࠕ◊✲࣭ᥦゝ㒊㸦㒊㛗㸸୰ᓥṇឡ ி㒔Ꮫ࣭ᩍᤵࠊ

◊✲㛵ࡍࡿᥦゝࡢࡾࡲࡵㄢ㢟ࡢゎỴࡴࡅ࡚ࠊ

࿘㎶ࡣ⭾࡞ᩘࡢᖐᏯᅔ㞴⪅ࡀ⁄ࢀࠊᖿ⥺㐨㊰ࡣ

ᮇ㛫㸸2011-2012 ᖺᗘ㸧ࠖࠊ࠾ࡼࡧࠊࠕᕧ⅏ᐖࡽࡢᅇຊ

࡞ࡾ⥭ᛴ㌴୧ࡢ㏻⾜ࡀᅔ㞴࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ㉸㧗ᒙ

ࡀᙉ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾ≉ูㄪᰝጤဨ㸦ጤဨ㛗 ⚟ఙኵ ྡ

ᘓ⠏࡛ࡣ㛗࿘ᮇᆅ㟈ືࡼࡿࡁ࡞ᦂࢀ࡛ໃࡀ㑊㞴⾜

ྂᒇᏛࠊᮇ㛫㸸2012-2013 ᖺᗘ㸧ᩍᤵ㸧ࠖࢆタ⨨ࡋࡓࠋ

ືࢆࡾࠊ‴ᓊᆅᇦ࡛ࡣつᶍ࡞ᾮ≧ࡀⓎ⏕ࠊ㏻ヰᅇ

๓⪅ࡢᥦゝ࡛ࡣࠊே⏕ά࠸࠺どⅬࡼࡿᮾ᪥ᮏ㟈

⥺ࡀ㍽㍵ࡍࡿ࡞ࠊ㤳㒔ᶵ⬟ࡣ࣐ࣄ≧ែ࡞ࡾࠊᨵࡵ࡚

⅏ࡽᚓࡽࢀࡿᩍカࡽࠊࠕ㸦㸧ὠἼࠖࠕ㸦⅏ᐖ㸧ᑐᛂࠖ

ᕧ㒔ᕷࡢ⬤ᙅᛶࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡞ࡗࡓࠋ㧗ᒙᘓ⠏ࡸつ

ࠕ㤳㒔㸦ࢆྵࡴ㒔ᕷ㸧ࠖࠕཎ㸦Ꮚຊ㸧Ⓨ㸦㟁ᡤ㸧㸦⅏ᐖ㸧ࠖ

ᶍࢱ࣮࣑ࢼࣝ㥐ࠊᗈ࡞ᮌ㐀ᐦ㞟ᕷ⾤ᆅ࡞⭾࡞ேཱྀ

ࠕ㸦グ㘓㸧⥅ᢎࠖ࠸࠺ 5 ࡘࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ㍈ࡲࡵࠊ

ࡀᐦ㞟ࡍࡿᮾி௦⾲ࡉࢀࡿᕧ㒔ᕷ࡛ࡣࠊ㤳㒔┤ୗᆅ

ᚋ⪅࡛ࡣࡑࢀᑐᛂࡋࡓ㸳ࡘࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢࡀάືࡋࠊሗ

㟈ࡸ༡ᾏࢺࣛࣇᕧᆅ㟈࡞ࡢつᶍ࡞ᆅ㟈⅏ᐖᑐࡍ

࿌᭩ࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࠋ

1),2)

ࠋ᭱ᝏࡢ

ᮏሗ࿌࡛ࡣ๓⪅ࡢᥦゝࠕ㤳㒔ࠖ4)ࠊᚋ⪅ࡢ≉ู◊✲ጤ

ሙྜࠊ㟈⅏ࡼࡿ┤᥋⿕ᐖຍ࠼ࠊつᶍ࡞ᘏ↝ⅆ⅏ࡸ

ဨ࠾ࡅࡿࠕ㛗࿘ᮇᆅ㟈ືࡢᑐᛂᘓ⠏࣭࢚ࣜࡢ

⩌㞟ࡼࡿ㞟ᅋࣃࢽࢵࢡ㸦⩌㞟㞷ᔂ࣭ὶゝ㣕ㄒ࣭Ᏻ

༶ᑐᛂ WGࠖ5)࡛࠶ࡿࠋᥦゝࠕ㤳㒔࡛ࠖࡣࠕ㏨ࡆࡿᚲせ

ᝏ㸧࡞つᶍ࡞」ྜ⅏ᐖࡢᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡿࠋ

ࡢ࡞࠸ᘓ≀࣭ࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࡢ᥎㐍ࢆ┠ᶆࡋ࡚௨ୗ♧

ࡿ㜵⅏࣭ῶ⅏ᑐ⟇ࡢ᥎㐍ࡀ↔┱ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ

୍᪉ࠊṔྐୖ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㤳㒔┤ୗᆅ㟈ࡢከࡃࡣ 50 km

ࡍ 12 ࡢᥦゝ㸦32㹼43㸧ࢆබ⾲ࡋࠊᚋ⪅ࡢሗ࿌࡛ࡣᥦゝ

ࡼࡾ῝ࡃࠊ῝้࡞⿕ᐖࡀ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡀᅽಽⓗ

㛵ࡍࡿᐇ࡞ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᕧ㒔ᕷࡢ㟈⅏ᑐ⟇ୖ

ከ࠸ࠋ㏆࠸ᑗ᮶㤳㒔┤ୗᆅ㟈࡛ࠕᮾிࡣⅆࡢᾏ࡞ࡾࠊ ࡢ᭱ࡢㄢ㢟ࡢࡦࡘ࡛࠶ࡿᮌ㐀ᐦ㞟ᕷ⾤ᆅࡢㄢ㢟ࡸᥦ
㤳㒔ࡣቯ⁛ࡍࡿࠖ࡞ࠊ࠸ࡓࡎࡽᜍᛧࢆ↽ࡾࠊᑐ⟇ࢆ
ゝࡢබ⾲ࡣ᪤⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊᩥ⊩➼ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
ㅉࡵࡓࡾࠊ⅏ᐖṇ☜࡞ሗ࡛㞟ᅋࣃࢽࢵࢡ㝗ࡿ

ᅇࡢᥦゝࡣࠊࡋ࡚ேཱྀࡀᐦ㞟ࡍࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅࢆᛕ

ࡼ࠺࡞ែࡣ㑊ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࡣࠊᆅ

㢌ࡲࡵ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࡑࡢᴫせࢆ⤂ࡍࡿࠋ

ᇦ࡛⪃࠼ࡽࢀࡿ᭱ᝏ࡞ᐃຍ࠼࡚ࠊⓎ⏕☜⋡ࡢ㧗࠸୰
ᑠつᶍࡢ⅏ᐖࡶᐃࡋࠊ⿕⅏ࣞ࣋ࣝᛂࡌࡓ㐺ษ࡞ᑐᛂ
3)

⾜ືࢆࢀࡿࡓࡵࡢ๓ᑐ⟇ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ ࠋ

㤳㒔̿ᕧ㒔ᕷ࡛ࡢேࠎࡢάືࢆ⥔ᣢ࣭⥅⥆ࡍࡿ
㸦᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ࣭ᥦゝࡼࡾᢤ⢋㸧

ᮏሗ࿌࡛ࡣⴭ⪅ࡽࡀ㛵㐃ࡍࡿ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫࡸᮾி᪂ᐟ
㥐࿘㎶࢚࡛ࣜࡢάືࢆ୰ᚰᐃእࡢ⅏ᐖᙉ࠸㒔ᕷ
ᘓ⠏㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡸᑐ⟇ࢆ⤂ࡍࡿࠋ

㤳㒔ձ ᛶ≧ᐇែᢕᥱ/㠀ᵓ㐀㒊ᮦᛶ⬟
ᥦゝ 32 ᆅ┙࣭ᇶ♏㸫ᘓ≀⣔ࡢᆅ㟈ほ

⥙ࡢᩚഛࠊ

ᆅ㟈ືᘓ≀ࡢᦂࢀࡢࢹ࣮ࢱࡢከ㠃ⓗศᯒ࣭ホ౯ࡢ᥎㐍
ᥦゝ 33 ᖜ࣭㛗㛫ࡢᆅ㟈ືࡸᆅ┙ኚ≧ᑐࡍࡿ

㸰㸬᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ࣭ࠕᘓ⠏ࡢཎⅬ❧ࡕ㏉ࡿ㸫ᬽࡽࡋࡢሙ
ࡢ⏕㠉᪂ᮾ᪥ᮏ㟈⅏㚷ࡳ࡚㸦➨ḟᥦゝ㸧ࠖ࠾
ࡅࡿࠕ㤳㒔ࠖࡼࡿㄢ㢟ᥦゝ 4)
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࢆཷࡅࠊ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ࡛ࡣࠕᮾ᪥ᮏ㟈

Ᏻᛶ☜ಖࡢࡓࡵࡢᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿᵓ㐀ᛶ⬟ホ౯ἲࡢᩚഛ
ᥦゝ 34 ᘓ≀ࡢᶵ⬟⥔ᣢ㛵ࢃࡿ⿕ᐖሗࡢᩚ⌮ࠊ
ᘓ≀ࡢ≉ᛶᛂࡌࡓㄢ㢟ࡢᢳฟ
ᥦゝ 35 ㏨ࡆࡿᚲせࡢ࡞࠸ᘓ≀ࡲࡕ㸦࢚ࣜ㸧ࡢᐇ
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⌧ࢆ┠ᶆࡍࡿᏳᛶ࣭ᶵ⬟⥔ᣢᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ᪉⟇
ࡢ㏣ồ
㤳㒔ղ ༶⅏ᐖᑐᛂ
ᥦゝ 36 ᆅ㟈ࡢᘓ≀ࡢ༶⿕⅏ᗘุᐃᘓ≀ෆእ
ࡢ⅏ᐖᑐᛂࡢࡓࡵࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢᢏ⾡ࡢ☜❧ᬑཬ
ᥦゝ 37 ࢚ࣜ㐃ᦠࡼࡿ⅏ᐖᑐᛂࡢࡓࡵࡢࣔࢽࢱࣜ
ࣥࢢሗࡢඹ᭷
㤳㒔ճ ᘓ⠏࣭㒔ᕷᶵ⬟⥔ᣢ
ᥦゝ 38 ேࡢ⏕άࢆ⥔ᣢ࣭⥅⥆ࡍࡿ࠸࠺ほⅬࡽࡢ
ヲ⣽ࡘ⥲ྜⓗ࡞ㄪᰝ◊✲ࡢ᥎㐍
ᅗ 1 ⠏ᖺูࡢᮌ㐀ᘓ≀ࡢቯ⋡

ᥦ ゝ 39  ࠕ ᘓ ≀ ᶵ ⬟ ⥅ ⥆ ィ ⏬ 㸦 Building Function
Continuity Plan㸧ࠖ⟇ᐃࡢ᥎㐍ࡑࡢᶆ‽
ᥦゝ 40 ࢚ࣜෆࡢ㛵ಀ⪅ࡀ㐃ᦠࡋࡓᒚṔࡸ⌧ἣㄪᰝ

ᥦゝ࣭㤳㒔ձ࡛ࡣࠊࣞ࣋ࣝ㸰ᆅ㟈ືࢆ㉸㐣ࡍࡿࡼ࠺࡞
㐣ධຊ㸦㟈ᗘ 6.5 ௨ୖ࡞㸧ᑐࡋ࡚ಟࡀᐜ࡛᫆㛗

ࡢ᥎㐍ࡑࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᩚഛά⏝

ᛶ࠶ࡿᵓ㐀ᙧᘧ㸦㔜せᗘࡢప࠸㒊ᮦࡽ㡰ḟረᛶ࡞㸧
㤳㒔մ ࢚ࣜ㜵⅏࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ

ࡢ㛤Ⓨయ⣔ࡢ᥎㐍ࢆᥦࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᅗ 2 ࡢᮌ㐀

ᥦゝ 41 ከᵝᛶࡢ࠶ࡿࣁࢨ࣮ࢻホ౯ୡ⏺ࡢせ㒔ᕷ

ᐙᒇࡢ⿕ᐖ㛵ᩘࡣ⤒ᖺຎࡼࡿቯ⋡ࡢୖ᪼ࡀ⪃៖
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㧗࠸⪏㟈ᛶ⬟⥔ᣢ⟶⌮ࡢᐜ᫆࡞㉁ࡢ㧗࠸

ࡶẚ㍑ྍ⬟࡞ࣜࢫࢡホ౯ࡢ᥎㐍
ᥦゝ 42 㤳㒔ࡢᶵ⬟⥅⥆ࢆྍ⬟ࡍࡿ࢚ࣜ༢ࡢࡲ

ᘓ≀ࢆᘓ࡚ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡋࡗࡾࡋࡓ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ
ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋྠࡑࡢࡼ࠺࡞ດຊࡀ♫ⓗࡶ㈨⏘

ࡕ࡙ࡃࡾࡢ᥎㐍
ᥦゝ 43 ࢚ࣜ㜵⅏ࢆᐇ㊶ࡍࡿ༴ᶵ⟶⌮࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥ

౯್ࡋ࡚ࡶホ౯ࡉࢀࡿ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ

ࢺయไࡢᵓ⠏

ḟࠊ㤳㒔ղ㹼մ࡛ࡣᘓ≀༢㸦⮬ຓ㸧ࡼࡿᑐ⟇ࡔ
ୖグᥦゝࡢ᰿ᖿࡣࠕ㏨ࡆࡿᚲせࡢ࡞࠸ᘓ≀࣭ࡲࡕ࡙ࡃ

ࡅ࡛࡞ࡃࠊ࢚ࣜࡼࡿከ㔜㜵ㆤ㸦ඹຓ㸧ࡼࡿࠕ㏨ࡆ

ࡾࠖࡢ᥎㐍࡛࠶ࡾࠊ௨ୗྛ㡯┠ࡢせⅬࢆ⤂ࡋࡓ࠸ࠋ

ࡿᚲせࡢ࡞࠸ᘓ≀࣭ࡲࡕࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢㄢ㢟ᥦゝ

ࡲࡎ㤳㒔ձࡣࡋ࡚ࣁ࣮ࢻᑐ⟇࡛ᥦゝ࡛࠶ࡾࠊᕧ㒔

ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᴗົᆅ༊ࡸᒃఫᆅ༊࡞ࡢ࢚ࣜࢆ༢

ᕷ࡛ࡢேࠎࡢάືࢆ⥔ᣢ࣭⥅⥆ࡍࡿࡓࡵࠊ㐣ධຊࢆྵ

ࡋ࡚ᣐⅬ࣭ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣭㏻ಙ⥙➼ࡢタࢆタࡅࠊᖹ

ࡵࡓᘓ≀ࡢᵓ㐀㌣య࣭㠀ᵓ㐀㒊ᮦࡢᛶ⬟ホ౯ࠊᅜᆒ

ᖖࡣ࢚ࣜࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᩚഛࡸᏳ࣭Ᏻᚰࡸ⎔ቃ

୍ࡘ᭱పᇶ‽࡛࠶ࡿᘓ⠏ᇶ‽ἲࡼࡾ㧗࠸⪏㟈ᛶ⬟ࡢ

ᨵၿࠊ㈨⏘౯್ࢆ⥔ᣢ࣭ྥୖࡍࡿࡓࡵࡢάືࢆ⾜࠸ࠊ⅏

ࢆᥦࡋ࡚࠸ࡿࠋ᳨ウࡋ࡚ࠊෆ㛶ᗓࡼࡿᐃ㤳

ᐖࡣ㏿ࡸ࡞ሗ㞟ࡸ㓄ಙࠊ༴ᶵᑐᛂࢆᐇࡍࡿ

1)

㒔┤ୗᆅ㟈㸦㒔ᚰ༡㒊┤ୗᆅ㟈ࠊM7.3㸧ࢆ⏝࠸ࡿ ࠋࡇࡢ

࢚࣐ࣜࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆྍ⬟ࡍࡿయไ࡙ࡃࡾࡀ᭷ຠ࡛࠶

ᐃ࡛ࡣᗈ࡞ᆅᇦࡀ㟈ᗘ㸴௨ୖࠊ≉㒔ᚰ㒊࡛ࡣ 6 ᙉ௨

ࡿࠋ㛗㊥㞳↓⥺ LAN ࡞ࡢ⅏ᐖࡶ⏝ྍ⬟࡞㏻ಙᡭ

ୖࡢᙉ࠸ᦂࢀࡀᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᅗ㸯ࡣ⠏ᖺูࡢ

ẁࡼࡾࠊ࿘㎶ࡢ࢚ࣜᣐⅬタࠊ⮬యࡸᣐⅬ㝔ࠊ

1)

ᮌ㐀࣭㠀ᮌ㐀ᘓ≀ࡢ⿕ᐖ㛵ᩘ 㸦⤒㦂ᘧࡼࡿቯ⋡㸧࡛

㑊㞴ᡤ࡞࿘㎶ࡢᣐⅬタࡀ⤖ࡤࢀࢀࡤࠊᗈᇦ࡞ሗඹ

࠶ࡿࡀࠊ㟈ᗘ 6 ᙉ㸦6.0㹼6.5㸧࡛࠶ࡗ࡚ࡶ⠏ᖺࡢ᪂ࡋ࠸ᘓ

᭷ࡸᗈᇦ㑊㞴࡞ࡢከ㔜ࡢ㜵ㆤయไࡀᵓ⠏࡛ࡁࡿࠋᥦゝ

≀㸦2002 ᖺᗘ௨㝆ࡢᮌ㐀ᘓ≀ 1981 ᖺ௨㝆ࡢ㠀ᮌ㐀ᘓ≀㸧 4)࡛ࡣࠊ㤳㒔ղ࡛ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㸦ᆅ㟈ィࡸ┘ど࣓࢝ࣛ࡞㸧
࡛࠶ࢀࡤࠊቯ⋡ࢆⓗపῶࡉࡏࡿࠋᅗࡢ᪂ࡋ࠸ᘓ≀

ࡼࡿሗඹ᭷༶ᑐᛂࠊ㤳㒔ճ࡛ࡣᘓ⠏࣭㒔ᕷᶵ⬟

ࡣ᭱పᇶ‽࡛࠶ࡿᘓ⠏ᇶ‽ἲ‽ᣐࡋࡓᘓ≀࡛࠶ࡿࡀࠊ ⥔ᣢ࡛ࡢ⥅⥆ィ⏬ࠊ㤳㒔մ࡛ࡣ࢚ࣜ㜵⅏࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ᕧ㒔ᕷࡢࣁࣜࢫࢡᙳ㡪ᗘࡢࡁࡉࢆ㚷ࡳࠊࡼࡾ㧗

㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡸᥦࢆࠊලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆሗ࿌᭩

࠸⪏㟈ᛶ⬟㸦࠼ࡤ⪏㟈➼⣭㸰௨ୖࡢᘓ≀ࡸච㟈ᘓ≀࡞

࡞ࡲࡵ࡚࠸ࡿࠋ

㸧ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊ௬㟈ᗘ㸵㸦6.5 ࡽ 7.0㸧࡛࠶ࡗ࡚
ࡶቯ⋡ࡣࡰ 0 ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋቯ⋡ࡢపῶ
ࡣࠊ⎰♟ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊฟⅆ࣭ᘏ↝ࢆపῶࡉࡏࠊ㏿ࡸ࡞

㸱㸬᪂ᐟ㥐すཱྀ㧗ᒙࣅࣝ⾤࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ 6)-9)
ᕧ㒔ᕷࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅ࠾ࡅࡿ㟈⅏ഛ࠼ࡓලయⓗ࡞

ึᮇᾘⅆ࣭ᩆᩆㆤࠊᪧ࣭⯆άືࢆྍ⬟ࡍࡿ࡞ࠊ ྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊᮾிࡢ᪂ᐟすཱྀ࢚ࣜࡢάືࢆ⤂
ࡍࡿ㸦ᅗ㸰㸧ࠋ
㒔ᕷࡢࣜࢫࢡ㍍ῶ㏿ࡸ࡞ᪧࡁࡃᐤࡍࡿࠋ

－ 140 －

ᕤᏛ㝔Ꮫ

᪂ᐟ㥐

ᅗ 2 ᪂ᐟ㥐すཱྀ࢚ࣜᕤᏛ㝔Ꮫ᪂ᐟ࢟ࣕࣥࣃࢫ
᪂ᐟ༊࿘㎶ᆅᇦࡢ≉ᚩࡣࠊኪ㛫ேཱྀ㸦ఫẸ㸸⣙ 2 㸧

ᅗ 3 ᕤᏛ㝔Ꮫ᪂ᐟᰯ⯋ࡢ㍈⤌ᅗ㸦ᕥ㸸ᮾすࠊྑ㸸༡㸧

ẚࠊ㛫ேཱྀ㸦㏻㏻Ꮫ⪅㸸⣙ 30 㸧ࡀᅽಽⓗከ࠸
ࡇ࡛࠶ࡿࠋ᪂ᐟ㥐ࡣ 1 ᪥ᙜࡓࡾ⣙ 450 ேࡢ㝆ᐈࡀ
⏝ࡍࡿ 6 ᴗ⪅ 11 ㊰⥺ࡢ㕲㐨ࡀ᥋⥆ࡋࠊつᶍ࡞ 4 ࡘ
ࡢᆅୗ⾤㸦ၟᗑ⾤㸧」㞧࡞ᆅୗṌ⾜⪅㏻㊰ࡀ࠶ࡿࠋ᪂
ᐟ㥐ࡢすཱྀᆅᇦᮾཱྀᆅᇦ࡛ࡣᆅᇦ≉ᛶࡀࡁࡃ␗࡞ࡿࠋ
すཱྀᆅᇦࡣ㧗ࡉ 100 m ௨ୖࡢ㉸㧗ᒙࣅࣝ⣙ 30 Ჷࢆ୰ᚰ
ࡍࡿࣅࢪࢿࢫ࣭ఫᒃᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊせ㒊ࡣⅆ⅏ᗈᇦ
㑊㞴ࡀせ࡞ᆅ༊ෆṧ␃ᆅ༊࡛࠶ࡿࠋ⅏ᐖᣐⅬ࡞
ࡿせ࡞タࡋ࡚すཱྀᆅᇦࡣᮾி㒔ᗇ⯋ࠊ⅏ᐖᣐⅬ
㝔ࠊ㑊㞴ᡤ࣭་⒪ᩆㆤᡤ㸦⅏ᐖす᪂ᐟᑠᏛᰯタ
⨨ࡉࢀࡿ㸧ࠊすཱྀ⌧ᆅᮏ㒊㸦ᆅᇦሗࡢ㞟⣙ᣐⅬࡋ࡚⅏
ᐖᕤᏛ㝔Ꮫタ⨨ࡉࢀࡿ㸧࡞ࡀ࠶ࡿࠋ᪂ᐟ୰ኸ
බᅬ㉸㧗ᒙᘓ≀⩌ࡢබ㛤✵ᆅࡣᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡛࠶ࡾࠊ
᪂ᐟ༊ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㞄᥋ࡍࡿ୰㔝༊࣭㇂༊ࡢ୍㒊ఫẸ
ࡢ㑊㞴ᆅ༊ࡢ㑊㞴ᡤᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ᪥ᮏ᭱
ࡢၟᴗ࣭Ḽᴦᆅᇦࡀ࠶ࡿᮾཱྀᆅᇦࡣ᪂ᐟ༊ᙺᡤ㸦ᮾཱྀ
⌧ᆅᮏ㒊ࢆවࡡࡿ㸧ࠊ⅏ᐖᣐⅬ㝔ࠊᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ㸦᪂ᐟ

ᅗ 4 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ༶⿕⅏ᗘ᥎ᐃࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿ⤖ᯝ


ᚚⱌ㸧࡞ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡣࡌࡵࠊ㉸㧗ᒙࣅࣝࡢ⮬ຓࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊᕤ

ᐇ㝿ࠊᅗ 5 ᐇ㝿ࡢᐊෆࡢ⿕ᐖࡢᵝᏊࢆ♧ࡍࡀࠊ୰ᒙ

Ꮫ㝔Ꮫ᪂ᐟᰯ⯋ࡢάືࢆ⤂ࡍࡿࠋ᪂ᐟᰯ⯋ࡣ 1989 ᖺ

ࡽ㧗ᒙ㝵ࡅ࡚ࠊኳᯈࡢⴠୗࠊᅛᐃࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗ

❹ᕤࡢᆅୖ 29 㝵㸦㧗ࡉ⣙ 143㹫㸧ࠊᆅୗ 6 㝵ࡢ㕲㦵㐀ࡢ㉸

ࡓᮏᲴࡢ㌿ಽࠊ㛫ษቨࡢኚᙧࠊࢥࣆ࣮ᶵࡢ⛣ື࡞ࡀ

㧗ᒙᘓ⠏࡛࠶ࡿࠋᅗ 3 ♧ࡍࡼ࠺ᮾす୧➃➽࠸࣮ࣛ

࠶ࡾࠊຍ࠼࡚㠀ᖖ⏝࢚࣮ࣞ࣋ࢱ◚ᦆ㸦ࢸ࣮ࣝࢥ࣮ࢻ࣭ࢥ

࣓ࣥᵓ㐀ࡢࢥࢆ᭷ࡋࠊ16ࠊ21 㝵ᮾすࢥࢆ⤖ࡪ 25.6

࣮ࣥ࣌ࣥࣟࣉࡢᘬࡗࡾ࣭◚᩿㸧࡞ࡢ⿕ᐖࢆ⏕ࡌࡓ 6)ࠋ

m ࡢࢫࣃࣥᱱ࡛ᵓᡂࡍࡿࢫ࣮ࣃ࣮ࣇ࣮࣒ࣞᵓ㐀࡛࠶ࡿࠋ

ణࡋࠊ⏒࡞⿕ᐖࡀ↓࠸ࡇࡀ㏿ࡸ☜ㄆࡉࢀࡓࡓࡵࠊ

᪂ᐟᰯ⯋ࡣᆅୗ 100㹫ࡽᒇୖ㝵ࡲ࡛ 40 ᡂศࡢᆅ㟈ィ

࿘㎶ᆅᇦࡽ 700 ྡ㏆࠸ᖐᏯᅔ㞴⪅ࢆཷࡅධࢀࡀྍ⬟࡞

ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᆅ㟈ᚋࠊ▐⿕⅏ᗘࢆุᐃࡍࡿࣔ

ࡗࡓࠋ

ࢽࢱࣜࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 4㸧ࠋ

ḟࠊ᪂ᐟᰯ⯋࡛ࡣᚑ᮶ࡢᐃࢆ㉸࠼ࡿែࡶ⪃៖ࡋ

ᅗ 4 ࠊ2011 ᖺᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ᪂ᐟᰯ⯋࠾ࡅࡿ⿕⅏
ᗘ᥎ᐃࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿ⾲♧⤖ᯝ⏬㠃ࢆ♧ࡍ

6),7)

ࠋᒙ㛫ኚᙧ

ࡓࣁ࣮ࢻ࣭ࢯࣇࢺ୧㠃ࡽᑐ⟇ࢆ⤂ࡍࡿࠋࡲࡎࠊ
ࣁ࣮ࢻ㠃࡛ࡣࠊᚑ᮶ࡢධຊᆅ㟈ືࣞ࣋ࣝࢆ㥙ࡍࡿᆅ㟈

ࡼࡾᆅ㟈ᚋ▐ᵓ㐀㌣యࡣ↓⿕ᐖ㸦㟷Ⰽ㸧࡛࠶ࡾࠊ

ືࡸไ㟈⿵ᙉࡢ᳨ウ࡛࠶ࡿࠋᅗ 6 ࡣ᭱⣭㸦M9㸧ࡢ༡

㤋㑊㞴ࡣせ࡛࠶ࡿࡀࠊ㟈ᗘศᕸࡼࡾ୰ᒙ㝵௨ୖ࡛ᐊෆ

ᾏࢺࣛࣇᆅ㟈ࡼࡿ᪂ᐟ࡛ࡢᆅ㟈ືࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖

⿕ᐖࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶ㸦㯤Ⰽ㸧ࡀ࠶ࡿࡇࡀศࡗࡓࠋ ᯝࡼࡿᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝ᪂ᐟᰯ⯋ࡢᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒ⤖ᯝ
ࡼࡿᒙ㛫ኚᙧゅᰕ࣭ᱱࡢረᛶ⋡ࡢ㧗ࡉ᪉ྥศᕸ࡛࠶
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ࡿࠋᆅ㟈ືࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡣ࿘ᮇ⣙ 3 ⛊௨ୖࡢ㛗࿘ᮇ

ࡣࠊᏛ⏕࣭ᩍ⫋ဨྥࡅ๓ࡢึᮇᾘⅆ࣭ᩆᩆㆤࡼ

ᆅ㟈ືࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊ᪂ᐟᰯ⯋ࡢ㸯ḟ࣮ࣔࢻࡀᑐ㇟࡞

ࡿㅮ⩦ࢆ㛤ദࡋࠊẖᖺࠊⅆ⅏㟈⅏ࢆᐃࡋࡓ㜵

ࡿࠋᐃᆅ㟈ືࡣタィࣞ࣋ࣝ㸦⣙ 80 cm/s㸧ࢆࡁࡃ㥙

⅏カ⦎ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ 7 ࡣ㟈⅏ࡢⓎ⅏ᑐᛂᆺカ⦎ࡢ

ࡋ࡚࠾ࡾࠊᙎረᛶᛂ⟅ゎᯒࡢ⤖ᯝࠊᮾす୧➃ࡢ➽࠸ࡸ

ᵝᏊ࡛࠶ࡾࠊ㤋ෆࡢᩍ⫋ဨ࣭Ꮫ⏕ࡣ㐃ᦠࡋࠊᏳྰ☜ㄆࠊ

▷࠸ᱱࡢከࡃࡀረᛶࡍࡿࡀࠊᒙ㛫ኚᙧゅࡣ 1/200 ௨ୗࡢ

ึᮇᾘⅆ㸦ᾘⅆჾ࣭ᾘⅆᰦ㸧ࠊയ⪅ᑐᛂ㸦ᛂᛴᩆㆤ࣭ᦙ

ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊࡁ࡞⪏㟈వ⿱ᗘࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋྠ

㏦㸧ࠊ㛢ࡌ㎸ࡵᑐᛂ㸦ࣂ࣮ࣝ⏝㸧࡞ࡢᆅ༊㝲ࠊ࠾ࡼࡧ

㛗࿘ᮇᆅ㟈ືࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㤳㒔┤ୗᆅ㟈࡞▷࿘ᮇᆅ㟈

㜵⅏ࢭࣥࢱ࣮⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࡀ㐃ᦠࡋࠊ≧ἣᢕᥱᑐᛂ

ືࡀ༟㉺ࡍࡿᆅ㟈ືࡶຠᯝⓗ࡞ไ⿵ᙉࡢ᳨ウࡸࠊኳ

ุ᩿ࢆ⾜࠺ᮏ㒊㝲カ⦎ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᯈࡢຠᯝⓗ࡞ⴠୗ㜵Ṇ⟇ࡢ㛤Ⓨ࡞ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ḟ᪂ᐟ㥐࿘㎶࢚ࣜ࠾ࡅࡿඹຓࡼࡿࢆ⤂

ࡉࡽࠊ᪂ᐟᰯ⯋࡛ࡣࡀ୍ࡢ⿕ᐖⓎ⏕ഛ࠼ࡓᵝࠎ
6)

ࡍࡿࠋࡲࡎࠊ2007 ᖺタ⨨ࡋࡓᆅඖᴗ⪅➼ࡀཧຍࡍࡿ

࡞ࢯࣇࢺᑐ⟇ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ ࠋࡑࡢ㝿ࠊⅆ⅏㟈⅏࡛

᪂ᐟ㥐࿘㎶㜵⅏ᑐ⟇༠㆟ࡢάືࡢᴫせࢆ⤂ࡍࡿࠋࡇ

ᮇᚅࡉࢀࡿᑐᛂࡀࡁࡃ␗࡞ࡿࡇὀពࢆせࡍࡿࠋࡍ

ࡢ༠㆟ࡣࠊ᪂ᐟ༊ົᒁࢆ⨨ࡁࠊ᪂ᐟ㥐࿘㎶ࡢᴗࠊ

࡞ࢃࡕࠊⅆ⅏ࡢሙྜࠊⅆඖࡣ㏻ᖖࡣ୍ᡤ࡛࠶ࡾࠊⅆ⅏

ၟᴗ࣭㞟ᐈタᴗ⪅ࠊၟᗑ⾤ࠊᏛࠊ㕲㐨㏻ᶵ㛵ࠊ

᥈▱ᶵࡸࢫࣉࣜࣥࢡ࣮ࣛࠊ㠀ᖖ㟁ヰࡸ㠀ᖖ⏝࢚࣮ࣞ࣋ࢱ

ࣛࣇࣛࣥᶵ㛵ࠊ㆙ᐹࠊᾘ㜵ࠊ་⒪ࠊ⾜ᨻᶵ㛵➼ࡼ

ࡶ⏝࡛ࡁࡿࡓࡵࠊᅾ㤋⪅ࡣⅆ⅏Ⓨぢ㏻ሗࡸึᮇᾘ

ࡾᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ༠㆟࡛ࡣ᪂ᐟ㥐࿘㎶ᆅᇦ࠾࠸

ⅆάືࢆ⾜࠸ࠊ㜵⅏ࢭࣥࢱ࣮⫋ဨࡢᣦ♧ࡼࡾ㏿ࡸ࡞

࡚ࠊ㟈⅏┤ᚋࡽࡢᑐᛂࡑࡢࡓࡵࡢ๓ᑐ⟇ಀࡿ⅏

㑊㞴ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞ᑐᛂࡣ㥑ࡅࡘࡅࡿ㆙ഛဨࡸ

ᐖᑐᛂィ⏬㸦ࠕ᪂ᐟࣔࢹࣝࠖ㸸ᆅ㟈⅏ᐖࡢሗ㞟ఏ㐩ࠊ

බタᾘ㜵㝲࠾௵ࡏ࡛Ⰻ࠸ࠋ୍᪉ࠊ㟈⅏ࡢሙྜࠊ࢚ࣞ࣋

㑊㞴ㄏᑟᨭࠊ་⒪㐃ᦠ࠾ࡼࡧᘓ≀Ᏻ☜ㄆࡢࡋࡃࡳ㸧

࣮ࢱࡣṆࡋࠊ㏻ሗࡶ㜼ᐖࡉࢀࡿ≧ἣ࡛ࠊྠከⓎࡍ

ࢆ⟇ᐃࡋࠊPDCA ࢧࢡࣝࡼࡿࢭ࣑ࢼ࣮࣭ㅮ⩦࣭㜵⅏

ࡿᵝࠎ࡞⅏ᐖ㸦ࡰࡸ࣭യ⪅࣭㛢ࡌ㎸ࡵ࡞㸧ᅾ㤋⪅

カ⦎᳨࣭ドࢆẖᖺᐇࡋࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺయไࡢᵓ⠏

ࡀ⮬ศ࡛ᑐᛂࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᕤᏛ㝔Ꮫ࡛

ேᮦ⫱ᡂࡢ᥎㐍ࡍࡿάືࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ 8)ࠋ

(a) ኳᯈࡢⴠୗ㸦28 㝵㸧
 (b) ࣃ࣮ࢸࢩࣙࣥࡢኚᙧ㸦24 㝵㸧
(c) ⣙ 700 ྡࡢᖐᏯᅔ㞴⪅ࡢཷධ㸦1 㝵㸧
ᅗ 5 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ᪂ᐟᰯ⯋ࡢ⿕ᐖᖐᏯᅔ㞴⪅ࡢཷධࢀ
㻟㻝

༡ᾏᆅ㟈ᛂ⟅䝇䝨䜽䝖䝹䠄ϱй䠅

㻣㻜㻜

㏿ᗘ
㻢㻜㻜
ᛂ⟅
㻡㻜㻜
㸦FPV㸧㻌

㻥㻜㻿㻴㼁

㻺㻭㻺㼋㻺㻿㼋㼂㻱㻸
㻺㻭㻺㼋㻱㼃㼋㼂㻱㻸

᭱ረᛶ⋡㻙䝖䝷䝇

㻟㻝

᭱ረᛶ⋡㻙ᱱ

㻞㻢

㻞㻢

㻞㻝

㻞㻝

㻝㻢

㻝㻢

㻝㻝

㻝㻝

㻢

㻢

㻠㻜㻜
㻟㻜㻜

タィࣞ࣋ࣝ㻌

㻞㻜㻜
㻝㻜㻜
㻜
㻜

㻝

㻞

㻟

㻠

㻡

㻢

㻣

㻤

㻥 㻝㻜
㻝

࿘ᮇ㸦⛊㸧㻌

㻜

㻝
㻝㻛㻠㻜㻜

㻝㻛㻞㻜㻜

㻜

㻡

㻝㻜

ᅗ 6 ᭱⣭༡ᾏࢺࣛࣇᆅ㟈ࡼࡿ᪂ᐟ࡛ࡢ㏿ᗘᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝ㸦ᕥ㸧᪂ᐟᰯ⯋ࡢᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒ⤖ᯝ㸦ྑ㸧
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(a) ึᮇᾘⅆカ⦎          (b) 㛢ࡌ㎸ࡵ⪅ᩆฟカ⦎       

(c) ᛂᛴᡭᙜカ⦎

(d) ᢸᯫᦙ㏦カ⦎      
 (e) 㜵⅏ࢭࣥࢱ࣮ᑐᛂカ⦎      (f) ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ᑐᛂカ⦎
ᅗ 7 ㉸㧗ᒙᘓ⠏ෆࡢⓎ⅏ᑐᛂᆺカ⦎ࡢ㸦ᕤᏛ㝔Ꮫ᪂ᐟᰯ⯋㸧

(a) ་⒪ᩆㆤ㸦ࢺ࣮ࣜࢪ㸧カ⦎       (b) ᛂᛴᡭᙜカ⦎       

(c) യ⪅ሗ㞟⣙カ⦎

(d) すཱྀ⌧ᆅᮏ㒊カ⦎       (e) ᘓ≀༶⏝ᛶุᐃカ⦎     (f) ࣎ࣛࣥࢸάືカ⦎
ᅗ 8 ᪂ᐟ㥐すཱྀ࢚ࣜࡢⓎ⅏ᑐᛂᆺカ⦎ࡢ㸦᪂ᐟ㥐࿘㎶㜵⅏ᑐ⟇༠㆟㸧
ᅗ 8 ࡣ᪂ᐟ㥐࿘㎶㜵⅏ᑐ⟇༠㆟ࡼࡿ᪂ᐟ㥐すཱྀ࢚ࣜ

ࣥࢸࡼࡿሗ㞟⣙࣭㓄ಙ࡞㸧ࠊᘓ≀༶⿕⅏ᗘุ

ࡢⓎ⅏ᑐᛂᆺカ⦎ࡢ࡛࠶ࡿࠋᅗ 7 ྠᵝ࡞㉸㧗ᒙᘓ⠏

ᐃカ⦎㸦ᆅඖᘓ⠏ᢏ⾡⪅㐃ᦠࡋࠊ㧗ᒙᘓ⠏࡞ࡢ⏝

ෆࡢⓎ⅏ᑐᛂᆺカ⦎୪⾜ࡋ࡚ࠊᆅᇦ㐃ᦠࡼࡿከᩘയ

⥅⥆ᛶࢆุ᩿㸧ࠊᏛ⏕➼ࡼࡿ㑊㞴ሙᡤ࡛ࡢ࣎ࣛࣥࢸ

⪅ᑐᛂカ⦎㸦་ᖌࢆ㐃ᦠࡋࡓ㔜യ⪅㑅ูࡢࡓࡵࡢࢺ

άືカ⦎࡞ࠊẖᖺࢸ࣮࣐ࢆᐃࡵ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿ 8)ࠋ

࣮ࣜࢪࠊ㔜യ⪅ᦙ㏦ࠊ㍍⪅ࡢᛂᛴᡭᙜࠊᆅඖ⅏ᐖᑐ

⌧ᅾࠊ᪂ᐟ㥐࿘㎶ᆅᇦ࡛ࡣࠊ2012 ᖺࡢ㒔ᕷ⏕≉ูᥐ

ᛂ࣎ࣛࣥࢸࡼࡿയ⪅ሗ㞟⣙࡞㸧ࠊすཱྀ⌧ᆅᮏ

⨨ἲࡢᨵṇࢆཷࡅ࡚ࠊ᪂ᐟࣔࢹࣝࢆ㍈᪂ᐟ㥐ࡢᮾすᆅ

㒊カ⦎㸦ᕤᏛ㝔Ꮫ᪂ᐟᰯ⯋ෆタ⨨ࡋࠊ⅏ᐖᑐᛂ࣎ࣛ

ᇦศࡅ࡚㒔ᕷ⏕Ᏻ☜ಖィ⏬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㛤ጞࡋ࡚
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࠸ࡿࠋ⟇ᐃ୰ࡢ᪂ᐟ㥐࿘㎶ᆅᇦ㒔ᕷ⏕Ᏻ☜ಖィ⏬࡛

ࡿຠᯝⓗ࡞⅏ᐖᑐᛂ⬟ຊྥୖࡢࡓࡵࡢᩍ⫱࣭カ⦎ࢩࢫࢸ

ࡣࠊ᪂ᐟࣔࢹࣝᇶ࡙ࡃࣁ࣮ࢻ࣭ࢯࣇࢺ୧㠃ࡽࡢ㜵⅏

࣒ࡢ㛤Ⓨ㸦2012-2016㸧ࠖࠊෆ㛶ᗓ⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ㸦JST㸧

ᑐ⟇ࢆᐇࡉࡏࠊᚑᴗဨ➼ࢆྵࡴᅾ⪅ࡢᏳᛶᆅᇦ

ࡼࡿ SIP㸦ᡓ␎ⓗࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㐀ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ࠕࣞ

ෆᴗࡢᴗ⥅⥆ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡼࡾࠊࠕ᪂ᐟ㥐࿘㎶

ࢪ࢚ࣜࣥࢺ࡞㜵⅏࣭ῶ⅏ᶵ⬟ࡢᙉࠖ࠾ࡅࡿࠕᕧ㒔

ᆅᇦࡢάᛶࠖࠊࠕ᪂ᐟ㥐࿘㎶ᆅᇦࡢࣈࣛࣥࢻຊྥୖࠖࠊ

ᕷ࣭つᶍࢱ࣮࣑ࢼࣝ㥐࿘㎶ᆅᇦ࠾ࡅࡿ」ྜ⅏ᐖࡢ

ࠕ᪂ᐟ㥐࿘㎶ᆅᇦࡢᅜ㝿➇தຊᙉࠖࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᑐᛂᨭࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㛤Ⓨ 2014-2018㸧ࠖࠊ࠾ࡼࡧᕤ

ࡲࡓᮏィ⏬ᇶ࡙ࡁ᥎㐍ࡉࢀࡿࣁ࣮ࢻᴗ࣭ࢯࣇࢺᴗ

Ꮫ㝔Ꮫ࣭⥲ྜ◊✲ᡤ࣭㒔ᕷῶ⅏◊✲ࢭࣥࢧ࣮࠾ࡅࡿ

ࡣࠊᚲࡎࡋࡶ⅏ᐖᑐᛂࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃᖹᖖ࠾࠸࡚ࡢ

◊✲ࡢ୍⎔ࡋ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࡶど㔝ධࢀࠊᖹᖖࡽά⏝ࡉࢀࡿࡇ
࡛⅏ᐖάࡁࡿࡶࡢࡋ࡚࠸ࡿ 9)ࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩

 ຍ࠼࡚ࠊ᪂ᐟ㥐࿘㎶ᆅᇦ࡛ࡣ㟈⅏ࡢᑐᛂ⾜ືィ⏬࡛

1)

ෆ㛶ᗓࠊ㤳㒔┤ୗᆅ㟈ࡢ⿕ᐖᐃᑐ⟇ࡘ࠸࡚㸦᭱

࠶ࡿ᪂ᐟ࣮ࣝࣝࡢᨵᐃྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡢ࣮ࣝࣝ

⤊ሗ࿌㸧ࠊ2013ᖺ12᭶ࠊ

ࡣᮾிࡢ⿕ᐖࡀணࡉࢀࡿ㤳㒔┤ୗᆅ㟈ࡢ⿕ᐖᐃࢆ

http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg/

๓ᥦࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿ྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸ࡢࡣ୰ᑠᆅ㟈࡛

2)

ෆ㛶ᗓࠊ༡ᾏࢺࣛࣇᕧᆅ㟈ࡢ⿕ᐖᐃ㸦➨ḟሗ

࠶ࡾࠊ୰ᑠ⿕ᐖ⿕ᐖ࡛ࡣᮇᚅࡉࢀࡿ⾜ື࣮ࣝࣝ

࿌㸧ࡘ࠸࡚ࠊ2013ᖺ3᭶ࠊ

ࡣࡁࡃࡇ࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ୰ᑠ⿕ᐖ࡛࠶ࢀࡤタࡸ

http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/nankaitrough_info.html
ஂ⏣❶ࠊཎ⨾ಖࠊᕧ㒔ᕷ࠾ࡅࡿ㟈⅏࣭Ỉᐖ➼
ࡢ」ྜ⅏ᐖ㛵ࡍࡿㄢ㢟ࠊ➨ 14 ᅇ᪥ᮏᆅ㟈ᕤᏛࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘ࠊ2014 ᖺ 12 ᭶
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Disaster Mitigation

ABSTRACT: This article was written as a member of the subcommittee of future management established by AIJ.
Firstly, remarkable viewpoints from the experience of the Great East Japan Earthquake that can affect the future is
shown the important viewpoints for consideration in future regional planning. Secondly, although it is too early to
organize the experience and knowledge acquired from the Great East Japan Earthquake, there are some elements we
could obtain. This article focuses on those elements and suggests some discussion themes which are necessary to
prepare for the next large scale disaster and post-disaster recovery phase. Also, it focuses on mega city, especially
the metropolitan area which is said to be exposed to urgent risk of epi-central earthquake, and describes the
management problems and perspectives in architecture, urban planning with disaster mitigation.
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⯆ࡘ࠸࡚ࡣࠕࡇ࡛ࡶ㏻⏝ࡍࡿฎ᪉⟢ࡣ࡞࠸ࠖ

➃ⓗࡳࡿࡼ࠺⦪ࡾᴗࡀ୪❧ࡍࡿ␃ࡲࡗ࡚࠸

࠸ࢃࢀࡿ㸬௦㸪ᆅᇦ≉ᛶ㸪♫≉ᛶ㸪⅏ᐖ≉ᛶࡀኚ

ࡿ㸬୍᪉㸪⪏ᾉᘓ⠏≀ࡘ࠸࡚ࡢࡣ୍㒊ࡣࡳࡽࢀ

ࢃࢀࡓ␗࡞ࡗࡓᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡿ㸬ḟࡢ⅏ᐖ㸪ࡑࡋ࡚

ࡿࡶࡢࡢ㸪ᘓ⠏ࢫࢣ࣮࡛ࣝࡢῶ⅏ࡢ⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚㆟ㄽ

⯆ࡣ㸪ᮍ⤒㦂࣭ᮍ▱ࡢࡶࡢ࡞ࡿ࠸࠺๓ᥦࢆ⨨ࡃᚲせ

ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ᑡ࡞ࡃࡶᘓ⠏ࢫࢣ࣮࡛ࣝࡢᑐᛂࡣࣉࣞ

ࡀ࠶ࡿ㸬ඛ㐍ⓗ࡞⮬య࡛ࡣ㸪⯆ഛ࠼ࡿࡓࡵࡢ‽ഛ

ࢮࣥࢫࡀ㧗࠸ࡣゝ࠼࡞࠸㸬࠼ࡤ㸪ᖹ㠃ⓗ࡞ᅵᆅ⏝

ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬⯆యไ㸪⯆ᡭ㡰ࢆ๓ᐃࡵ㸪

ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ὠἼᾐỈᐃ༊ᇦࡢ୰㧗ᒙఫᏯࡢ❧ᆅ

ࡉࡽ⯆࣐ࢽࣗࣝࢆసᡂࡍࡿࡀぢࡽࢀࡿ㸬ᮾ᪥

ࡣ㸪ὠἼ㜵⅏࠸࠺ほⅬࡽ᭷ຠ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪⿕⅏

ᮏ㟈⅏࡛ࡢ⯆ࡢᩍカࡋ࡚ᰂ㌾ᛶ⥲ྜᛶࡢ☜ಖࡀ

ᆅ࡛㆟ㄽࡢ㐳ୖ࠶ࡀࡽ࡞ࡗࡓ㸬ᚋࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡛

ᣲࡆࡽࢀࡿ㸬᪥ᮏ♫ࡀึࡵ࡚⤒㦂ࡍࡿ㉸ᗈᇦቯ⁛ⓗ⅏

ࡣ㸪⌧ᅾࡢ⿕⅏ᆅ࡛ࡢ⯆↷ࡽࡍ㸪ᅵᮌ㸪㒔ᕷィ⏬㸪 ᐖᑐࡋ࡚㐣ཤᇵࢃࢀࡓ⯆ࡢไᗘࢆ⏝ࡍࡿࡇࡢ
ᘓ⠏ࡢࡼࡾ୍ᒙࡢ⥲ྜࢆᅗࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪⦪

㝈⏺ࡢ㢧ࢀࡶゝ࠼ࡿ㸬๓సᡂࡍࡿ࣐ࢽࣗࣝࡣ㸪

ࡾᴗࢆࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࡋ㸪ࡼࡾຠᯝⓗ⥲ྜࡉࢀࡿ

㐣ཤࡢ⤒㦂๎ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡀࢇ࡛࠶ࡿ㸬

ࡋࡃࡳࡢᵓ⠏ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬

࠼ࡤ㸪ᮾி㒔࠾ࡅࡿ⯆‽ഛࡣ㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏ࡢ



⚄ᡞᆺࡢ⯆ࢆࣔࢹࣝࡋ࡚࠸ࡿ㸬ḟࡢ⅏ᐖ⯆ࡀᮍ⤒

ィ⏬ไᗘࡢไᗘ⑂ປࡼࡿᘢᐖ

㦂ࡢ≧ἣ࡞ࡿࡇࢆ௬ᐃࡍࡿ㸪࣐ࢽࣗࣝࡀࡴࡋࢁ

㒔ᕷィ⏬㸪㈈ᨻィ⏬ࢆࡣࡌࡵࡋ࡚㸪᪥ᮏࡢྛ✀ไᗘ

㊊ᯬ࡞ࡗ࡚⯆ࡢᰂ㌾ᛶࢆኻࢃࡏࡿ༴ࡀ࠶ࡿࡶゝ

ࡣ㸪ྑ⫪ୖࡀࡾࡢ௦⠏ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪⌧ᅾࡢྑ

࠼ࡿ㸬୍᪉࡛㸪࣐ࢽࣗࣝ↓ࡋ࡛ࡣຠ⋡ⓗ࡞ᑐᛂࡣᅔ㞴

⫪ୗࡀࡾࡢ௦ᑐᛂࡋษࢀ࡚࠸࡞࠸㸬࠼ࡤ㸪ୡᖏῶ

࡛࠶ࡿ࠸࠺ࢪ࣐ࣞࣥࡀᏑᅾࡍࡿ㸬ḟࡢ⅏ᐖ⯆ࡢഛ

ᑐᛂࡋ࡚ᕷ⾤ᆅࢆ⦰ᑠࡉࡏࡿࡇࡀᚲ↛࡞ࡗ࡚࠸ࡿ

࠼ࡋ࡚ࡣ㸪ᮍ⤒㦂ࡢ⅏ᐖ≧ἣ࡞ࡿࡇࢆ๓ᥦ㸪

ࡀ㸪❧ᆅ㐺ṇィ⏬࡞ࡢ㒔ᕷᵓ㐀ࢆࢥࣥࣃࢡࢺࡍࡿ

ീຊࢆാࡏ࡚⯆ㄢ㢟ࢆ๓⌮ゎࡋ㸪ࡑࢀᑐᛂࡍ

ࡓࡵࡢ᪉ἲㄽࡣᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪⦰㏥ࡉࡏࡽࢀࡿ

ࡿࡓࡵᚲせࡉࢀࡿ⟇ࢆ๓᳨ウࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ

ഃ࡛ࡢ᪉ἲㄽࡣᮍࡔⓎ᫂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬࠼ࡤ㸪つᶍ

࠶ࡿ㸬ྠ⾜ᨻࡀసᡂࡍࡿ࣐ࢽࣗࣝࡢ୰ᰂ㌾ᛶࢆ

⅏ᐖࡢഛ࠼ࡋ࡚㸪⿕⅏ᐃ༊ᇦࡽࡢᕷ⾤ᆅࡢ᧔㏥

ᇙࡵ㎸ࡴᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵࡢ᪉ἲㄽࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃ

ࢆ᳨ウࡋࡼ࠺ࡋ࡚ࡶලయⓗᥥࡅ࡞࠸㸬ࡲࡓ⯆ࡘ

ࡇࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬

࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⯆㛵㐃ไᗘࡣ㸪ྑ⫪ୖ
ࡀࡾࡢ௦ࢆ๓ᥦࡋࡓࡋࡃࡳ࡛࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢ௦
ࡢ⅏ᐖ⯆ࡑࡄࢃ࡞࠸㠃ࡀぢࡽࢀࡿ㸬⅏ᐖ࣭⯆㐣⛬

ᩍカࢆάࡋ࡚㸪ᮍ᮶ࡘ࡞ࡆࡿ㸸ࡇࢀࡽࡢᕧ⅏ᐖ
ഛ࠼࡚ᮍ᮶ࢆ⪃࠼ࡿ

ࡣ௦ࡢࢺࣞࣥࢻࢆຍ㏿ࡍࡿ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬⅏ᐖࡽ
ࡢ⯆ࡢ୍⯡ࣉࣟࢭࢫࡣ㸪௬ఫࡲ࠸㸪ࡑࡋ࡚ᮏタఫᏯࡢ

 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡢ⤒㦂ࡢࡾࡲࡵ㸪ࡲࡓ⯆࠾࠸

－ 146 －

࡚ࡣከᵝ࡞ヨࡳࡀ⌧ᅾ㐍⾜ᙧ࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛
࠶ࡿ㸬ᩍカࢆࡲࡵࡿࡣᮇᑦ᪩ࡢឤࡀ࠶ࡿ㸬ᮾ᪥ᮏ
㟈⅏࡛ࡢ⯆ࡣ⢔ࠎ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ഃ㠃ࡢ୍
᪉࡛㸪ேཱྀῶ♫ᑐᛂࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢࣔࢹࣝ
ࢆ㐀ࡍࡿ㐣⛬ࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡿ㸬ྛᆅ࡛⌧ࢀࡘࡘ࠶ࡿᮍ
᮶ࡘ࡞ࡀࡿࡔࢁ࠺᪂ࡓ࡞ヨࡳࢆὀどࡋ㸪ᣠ࠸ୖࡆ࡚࠸
ࡃ࠸࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡀᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࢆぢࡘࡵࡿᇶ
ᮏࢫࢱࣥࢫ࡛࠶ࡿ㸬 ⌧ẁ㝵࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࢸ࣮࣐
ࡋ࡚ୗグࡢ㸲ࡘࢆิᣲࡋࡓ࠸㸬

ᘓ⠏⫋⬟ࡢᙺ
 㒔ᕷ㸪ᘓ⠏㸪⏕⏘㸪ᵓ㐀㸪⎔ቃ࡞㸪ᘓ⠏ࡢከᵝ࡞ᑓ
㛛ᛶࡀࡑࢀࡒࢀῶ⅏㸪⯆࠾࠸࡚㔜せ࡞ᙺࡀ࠶ࡿࡇ
ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸㸬ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࢆዎᶵᘓ⠏㛵㐃ᅋ
య⅏ᐖᑐ⟇㐃⤡ࡀタ⨨ࡉࢀ㸪⤌⧊ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᕧ
⅏ᐖࡽࡢᅇຊࡀᙉ࠸ࡲࡕ࡙ࡃࡾ≉ูㄪᰝጤဨ
㸦2012-2013㸧ࡀタ⨨ࡉࢀ㸪ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸬
㈈ᨻࡢไ⣙ୗ࠾࠸࡚ຠᯝⓗῶ⅏ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣ㸪
ḟࡢ⅏ᐖ⯆ࡢഛ࠼ࡋ࡚࡞⯆ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ
ࡣ㸪ᑓ㛛ศ㔝ࢆᶓ᩿ⓗࡘ࡞࠸ࡔ⥲ྜᛶࡀྍḞ࡛࠶
ࡿ㸬⿕⅏ᚋࡢᏛࡢᑓ㛛ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⥅⥆ࡋ㸪
ᮍ᮶ࡘ࡞ࡆࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬

௬タఫᏯࡢ⯆ࣉࣟࢭࢫࡢ୰࡛ࡢ⨨࡙ࡅ
௬タఫᏯࡣ⅏ᐖᩆຓἲつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬⅏ᐖᩆຓἲ
ࡢᡤ⟶ࡣཌ⏕ປാ┬࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᖹᡂ 25 ᖺࡢ⅏ᐖᑐ⟇ᇶ
ᮏἲࡢᨵṇ࡛ෆ㛶ᗓ⛣⟶ࡉࢀࡓ㸬௬タఫᏯࡢ⨨࡙ࡅ
ࡘ࠸࡚ࡢ๓㏙ࡢ▩┪ࡣ㸪ࡍ࡛㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏࠾
࠸࡚ᣦࡉࢀࡓᐇ࡛࠶ࡿ㸬㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏㸪ࡑࢀ
⥆ࡃ୰㉺ᆅ㟈㸪୰㉺Ἀᆅ㟈࠾࠸࡚㸪ࡑࡢ㐠⏝࡛ࣞ࣋ࣝ
ᨵၿࡀᅗࡽࢀࡓ㸬ࡋࡋᢤᮏⓗ࡞ᨵၿࡘ࠸࡚ࡣ✚ࡳṧ
ࡉࢀࡓࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾࠸࡚ࡣ㸪㔞౪
⤥ࡢᚲせᛶࡢ๓ཎ๎ⓗ࡞㐠⏝ࡀ࡞ࡉࢀᆅᇦࡶᩓぢࡉࢀ
ࡓ㸬⅏ᐖᩆຓἲࡢ⛣⟶ࢆዎᶵ௬タఫᏯࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸
࡚ᢤᮏⓗぢ┤ࡍ᪉ྥ࡛㆟ㄽࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬

పᖹᆅࡢᅵᆅ⏝ࡢ࠶ࡾ᪉
 ⿕⅏ᆅ࠾࠸࡚ࡣ㸪⅏ᐖ༴㝤༊ᇦᣦᐃࡉࢀࡓపᖹᆅ
ࡢᅵᆅ⏝ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ㐍ࡵࡽࢀࡘࡘ࠶ࡿ㸬
㆟ㄽࡣ⌧ᅾࡍࡍࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ㆟ㄽ
ࡢ⾜᪉ࡣ㸪ᮍ᮶ࡘ࡞ࡀࡿ㔜せ࡞せ⣲ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿ㸬୍
ࡘࡣ㸪ࡍ᳨࡛ウࡀ㐍ࡵࡽࢀࡘࡘ࠶ࡿ༡ᾏࢺࣛࣇ➼㸪ὠ
Ἴࢆక࠺ᕧᆅ㟈ࡢ⿕⅏ᆅᇦ࡛ࡢὠἼ㜵⅏ᆅᇦ࡙ࡃࡾ
࠾࠸࡚࡛࠶ࡿ㸬ࡍ࡛ὠἼ㜵⅏ᆅᇦ࡙ࡃࡾἲᇶ࡙࠸ࡓ
ィ⏬ࡢ⟇ᐃࡀጞࡵࡽࢀࡘࡘ࠶ࡾ㸪࠸ࡃࡘࡢ⟇ᐃࡀ
⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿ㸬ὠἼ㜵⅏ᆅᇦ࡙ࡃࡾἲ࡛ࡣ㸪
㑊㞴ィ⏬ࡢ㸪ࣁࢨ࣮ࢻᛂࡌࡓࢰ࣮ࢽࣥࢢ㸪ࡑࢀ
ᑐᛂࡍࡿᅵᆅ⏝つไࢆ⾜࠺ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬⿕⅏ᆅ࡛
ࡢ⯆ྠᵝ㸪ࣁࢨ࣮ࢻࡀᏑᅾࡍࡿᅵᆅ⏝ࡢ࠶ࡾ᪉

ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ῝ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬୍᪉㸪ᮏ᱁ⓗ࡞ୡᖏῶ
♫ࢆ㏄࠼㸪✵ࡁᆅ࣭✵ࡁᐙࡢၥ㢟ࡀ῝้ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡈࡃ㏆࠸ᑗ᮶㸪ᕷ⾤ᆅࡢ⦰㏥ࡶど㔝ධࡾࡘࡘ࠶ࡿ㸬ᕷ
⾤ᆅࡢࢥࣥࣃࢡࢺࡢࡓࡵࡢ᪉ἲㄽ㸪ィ⏬ไᗘ㛵ࡋ࡚
ࡣ㆟ㄽࡀ㐍ࡳ㸪࠶ࡽࡓ࡞⤌ࡳࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪୍
᪉࡛㸪⦰㏥ࡉࢀࡿഃ࡛࠶ࡿ㑹እᆅᇦ㸪ᕷ⾤ᆅࡢ࿘⦕ᆅᇦ
࠾ࡅࡿ⦰㏥ࡢ᪉ἲㄽࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡣࡇࢀࡽ࡛࠶ࡿ㸬
⿕⅏ᆅࡢపᖹᆅࡢᅵᆅ⏝ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ㆟ㄽࡣ㸪ୡᖏῶ♫
࠾ࡅࡿᕷ⾤ᆅࡢ⦰㏥ࡢ㆟ㄽᐦ᥋㛵ಀࡍࡿࡶࡢ
⌮ゎࡋ㸪㆟ㄽཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
᭱ࢡࣛࢫࡢ⿕ᐖᐃࡢᕷ⾤ᆅഃࡢᑐᛂࡑࢀࡀྵࡴ
☜ᐇᛶㄗᕪ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ⤒㦂ࢆ࡚᭱ࢡࣛࢫࡢ⿕ᐖᐃࡀᐃ
╔ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡲ࡛ᆅ㟈⿕ᐖᐃ࡛ࡣ㸪ᑐ⟇┠ᶆࡋ࡚
ᐃࢆ⾜࠸㸪ࡑࢀᑐᛂࡍࡿᆅᇦ㜵⅏ィ⏬㸪㜵⅏ᑐ⟇ࢆ
❧ࡍࡿ࠸࠺ࡢࡀᐃᆺ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋࡋ᭱ࢡࣛࢫࡢ
⿕ᐖᐃࡘ࠸࡚ࡣ㸪ὠἼ㜵⅏ᆅᇦ࡙ࡃࡾ࡞࠾࠸࡚
ཷࡅṆࡵࡿ᪉ἲㄽࡣᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᕷ⾤ᆅഃ࡛ཷࡅ
Ṇࡵࡿࡓࡵࡢᚲせࡘ༑ศ࡞᪉ἲ࣭ᢏ⾡ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽ
ࡣࡇࢀࡽࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡶࡑࡶ⿕ᐖᐃࡣ☜ᐇ
ᛶㄗᕪࡀෆᅾࡍࡿ㸬ࡑࢀࡶྵࡵ࡚ᆅ㟈⿕ᐖᐃࢆᑀ
⌮ゎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬࠼ࡤ㸪ෆ㛶ᗓࡢ༡ᾏࢺࣛࣇᕧ
ᆅ㟈ࡢ⿕ᐖᐃ㸦2012.㸡㸧ࡼࡿ㸪ᮾி㒔᪂ᓥᮧ࡛
ࡣ᭱ࢡࣛࢫࡢὠἼ㧗ࡣ 31m ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢㄪᰝ࡛
ࡣ㸪㟈※ᇦࢆᅛᐃࡋࡓ୰࡛ὠἼ᩿ᒙࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮ࢆኚ
࠼ࡓ 11 ࣃࢱ࣮ࣥࡢᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ᭱ᑠ್ࡣ
5m ࡛࠶ࡿ㸬๓ὠἼ᩿ᒙࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮ࢆ▱ࡿࡇࡣ
ᮏ㉁ⓗ࡛ࡁ࡞࠸㸬㟈※ᇦࢆ᭱ࢡࣛࢫࡋࡓࡁ㸪
᭱ 31m ࢆ๓ᥦࡍࡿ㸪☜ᐇᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚ 5m㹼31m
ࡍࡿ࡛ᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ࠶ࡾ᪉ࡣ᫂ࡽ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿ
࡛࠶ࢁ࠺㸬᪂ᓥᮧࡣศࡾࡸࡍ࠸≉␗࡞࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪
ࡇ࠺ࡋࡓ☜ᐇᛶࡢᏑᅾࡸㄗᕪࡢᏑᅾࢆᑀ⌮ゎࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡉࡽࡇ࠺ࡋࡓ☜ᐇᛶࢆࡇࢀࡽࡢᆅᇦ
࡙ࡃࡾࡢ୰࠺ᇙࡵ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࢆ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿ㸬
㒔ᕷ㸦㤳㒔ᅪ㸧࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ᑐ⟇ㄢ㢟࣭どⅬ
 ࡢ⤒㦂ࡢ㈇ࡢຠᯝࡢᏑᅾᮍ⤒㦂ࡢ≧ἣࡢᐃࢆ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡢ㤳㒔ᅪ࡛⏕ࡌࡓ⌧㇟ࢆࡩࡲ࠼㸪㤳㒔
ᅪ࠾࠸࡚ࡣ᪂ࡓྲྀࡾ⤌ࡴࡁᑐ⟇ㄢ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㸬
୍⯡ࠕ⅏ᐖ⤒㦂ࡢ㈇ࡢຠᯝࠖ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀ
ࡣ㸪ᐇ㝿ࡢ⅏ᐖ⤒㦂ᇶ࡙࠸࡚⪃࠼ࡿࡇࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ
ࡀ㸪ࡑࢀࡀᮍ⤒㦂ࡢ⅏ᐖࡢഛ࠼ࡋ࡚㈇ࡢຠᯝࢆࡶࡓ
ࡽࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆពࡋ࡚࠸ࡿ㸬㐣ཤࡢ⅏ᐖ⌧㇟
ࡽࢃࢀࡍࡂࡿࡇࡼࡗ࡚ᮍ⤒㦂ࡢ≧ἣࢆᐃࡉࡏ
࡞ࡃࡉࡏࡿ㸪ࡲࡓ㸪ᮍ⤒㦂ࡢ≧ἣᑐᛂ࡛ࡁ࡞ࡃࡉࡏࡿ
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࠸࠺ព࡛࠶ࡿ㸬3.11 ᙜࡢ㤳㒔ᅪ࠾ࡅࡿ⌧㇟ࡣ㤳
㒔┤ୗᆅ㟈࡛ᐃࡉࢀࡿ⅏ᐖ≧ἣࡣఝ࡚㠀࡞ࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡇࢆ๓ᥦ᪂ࡓ࡞ᑐ⟇ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬
 ࡢ⤒㦂ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟㸸ேཱྀ㞟✚ᆅ༊ࡢ㜵⅏
 ᖐᏯ㞴ẸࡶࡤࢀࡿᖐᏯᅔ㞴⪅ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓࡇࡀ
ࡁ࡞ၥ㢟ࡋ࡚ࢡ࣮ࣟࢬࢵࣉࡉࢀࡓ㸬ேཱྀ㞟✚ᆅ༊
࠾࠸࡚⾜ࡃሙࡢ࡞࠸㔞ࡢ␃⪅ࡀⓎ⏕ࡋ㸪㊰ୖࡣ
⮬ື㌴࣭Ṍ⾜⪅ࡀⓎ⏕ࡋࡓ㸬ࡇࢀࢆཷࡅ࡚ᖐᏯࡉࡏ࡞࠸
ࡇࢆ᥎ዡࡍࡿࡇࢆ㍈ࡍࡿᖐᏯᅔ㞴⪅ᑐ⟇ࡋ࡚
ᵝࠎ࡞ᑐ⟇ࡀᡴࡕฟࡉࢀࡓ㸬ࡋࡋ 3.11 ࡛⌧ࢀࡓ⌧㇟⮬
యᑐᛂࡍࡿࡇࡀ║࡛ࡣ࡞ࡃ㸪₯ᅾⓗ࠶ࡽࢃࢀࡿ
ࡢᕢỤࡀ࠶ࡾ 3.11 ࡛⌧ࢀ࡞ࡗࡓ⌧㇟╔┠ࡍࡿᚲ

ᮾி㒔ࡢ㜵⅏㒔ᕷ࡙ࡃࡾࡢᵓ㐀

せࡀ࠶ࡿ㸬࠼ࡤ㸪ᒁᡤⓗ࡞ேཱྀ㞟୰ࡼࡿ⩌㞟ᨾ㸪
ᖐᏯ⪅ᗈᇦⅆ⅏ࡽࡢ㑊㞴⪅ࡢὶࢀࡢ㘒ࡼࡿⅆ⅏

」ྜ⅏ᐖࡢᑐᛂ

ࡽࡢ㑊㞴ᅔ㞴㸪ᴗົᆅ༊࡛ࡢ㔞ࡢᡃேࡢⓎ⏕ࡑ

 ⌧ᅾࡣ㸪ᆅ㟈⿕ᐖᐃㄪᰝ㸪ὥỈࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡢస

ࢀࡢᑐᛂ✵㛫ࡢⴭࡋ࠸㊊࡞ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬3.11 ࡛

ᡂ㸪ὠἼࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉࡢసᡂ࡞㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࣁࢨ࣮

⏕ࡌࡓ༢࡞ࡿᖐᏯᅔ㞴ࠕ⌧㇟ࠖᑐ⟇ㄢ㢟ࢆ▸ᑠࡏࡎ㸪 ࢻᑐࡋ࡚ᑐ⟇ࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡋ㸪␗࡞ࡿࣁࢨ
ᴗົᆅ༊ࢆྵࡴேཱྀ㞟✚ᆅ༊ࡢ✵㛫ࡢ࠶ࡾ᪉㸪࣐ࢿࢪ࣓

࣮ࢻࡀྠⓎ⏕ࡍࡿࡇࡀᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ᐃእ

ࣥࢺࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ῝ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬

ࢆ⏕ࡳฟࡍ⣲ᆅࡋ࡚ὀどࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬2012 ᖺࡢ᭱
᪂ࡢᮾி㒔ࡢᆅ㟈⿕ᐖᐃ࡛ࡣ㸪」ྜ⅏ᐖࡘ࠸࡚ึࡵ

ྂⓗ㒔ᕷ㜵⅏ㄢ㢟ࡢᑐᛂ

࡚ࡢグ㏙ࡀぢࡽࢀࡿ㸬㧗₻Ⓨ⏕ὠἼࡀく᮶ࡋࡓሙྜ㸪

 ᮾிࡢྂⓗ࡞㜵⅏ㄢ㢟ࡋ࡚ᆅ㟈ⅆ⅏ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬 ὠἼࡼࡿ᪂Ỉᇦࡢᣑࡢྍ⬟ᛶࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᆅ㟈
ࡇࢀࡲ࡛ 40 ᖺ௦ࡽࡢ㛗ᖺࢃࡓࡿ㜵⅏㒔ᕷ࡙ࡃࡾ

ࡼࡿᛴഴᩳᆅ⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋ㸪ࡑࡢᪧࡲ࡛ࡢ㛫

ࡢᡂᯝࡀࡳࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸪⌧ᅾ࡛ࡶ࡞࠾ࡁ࡞⿕ᐖࡀ

㞵࣭㛗㞵ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ㸪ᅵ◁ᔂࢀࡢḟ⅏ᐖࡢⓎ⏕ྍ

ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬⌧ᅾࡢ㜵⅏㒔ᕷ࡙ࡃࡾࡢ㦵᱁ࡣ㸪㑊㞴ሙ

⬟ᛶࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ୗỈ㐨⿕ᐖࡸỈ࣏ࣥࣉタ

ᡤࡢ☜ಖ࣭ᩚഛ㸪ᘏ↝㐽᩿ᖏࡢᩚഛ㸪ᕷ⾤ᆅᩚഛࡼࡿ

ഛ⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋ㸪ࡑࡢᚋ㞵࣭㛗㞵ࡼࡗ࡚ᾏᢤࢮࣟ

㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ὠἼ㜵⅏࡛ࡶ᥎ዡࡉ

࣓࣮ࢺࣝᆅᖏ࡛ࡢ㛗ᮇࡢ‣Ỉ⿕ᐖࡢⓎ⏕ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸬

ࢀࡿከ㔜㜵ᚚ㸦ࣇ࢙࣮ࣝࢭ࣮ࣇ㸧࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᆅ㟈ⅆ

」ྜ⅏ᐖࢆᐃࡍࡿ㸪⌧⾜ࡢᕷ⾤ᆅഃࡢᑐ⟇ࡀᶵ⬟ࡋ

⅏ࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡶ᮲௳ࡀⰋࡅࢀࡤᒁᡤⓗ࡞⿕ᐖ␃ࡲࡿ㸬

࡞࠸ሙྜࡀ㉳ࡉࢀࡿ㸬࠼ࡤ㸪㑊㞴ィ⏬ࡑࡢ୍➃ࡀ

ᣑࡋ࡚ࡶᘏ↝㐽᩿ᖏ࡛Ṇࡵࡽࢀࡿ㸬ࡉࡽᙉ㢼ୗ࡞

ぢ࠼ࡿ㸬ᗈᇦⅆ⅏ࡽࡢ㑊㞴ሙᡤࡋ࡚Ἑᕝᩜࡀᣦᐃࡉ

ࡢᝏ᮲௳ୗ࡛࠶ࡗࡓࡋ࡚ࡶ㸪㑊㞴ሙᡤࡼࡗ࡚ࡍ࡚

ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪୍᪉࡛ὥỈ⿕ᐖࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡋ

ࡢኪ㛫ேཱྀࡢ⏕ࡢᏳࡀ☜ಖࡉࢀࡿ࠸࠺ᙧ࡞ࡗ

ࢀ࡞࠸㸬๓ᐃࡋࡓᑐ⟇ࡀᶵ⬟ࡋ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ㸬

࡚࠾ࡾ㸪୕㔜ࡢከ㔜㜵ᚚࡀィ⏬ㄽୖ㸪ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡼ

ࡲࡓᆅ㟈⅏ᐖࡔࡅ⤠ࡗࡓࡋ࡚ࡶ㸪ᖐᏯᅔ㞴⪅ࡢṌ⾜

࠺ぢ࠼ࡿ㸬ࡋࡋィ⏬ㄽࡋ࡚ࡣᡂᗘࡀ㧗࠸ࡀ㸪

⪅ὶࣁࢨ࣮ࢻࡽࡢ㑊㞴⪅ὶࡢ㘒㸪ࣁࢨ࣮ࢻ✀ูࡢ

ᐃ௨ୖ㸪ᐃእഛ࠼࡚㸪᭦࡞ࡿࣇ࢙࣮ࣝࢭ࣮ࣇࡀᚲせ

㑊㞴ሙᡤ࣭㑊㞴ᡤࡢࡾᙜ࡚ࡢᩚྜ࡞ࡀ㉳ࡉࢀࡿ㸬

࡛࠶ࡿ㸬⌧⾜ࡢ㑊㞴ィ⏬࡛ࡣ㸪㑊㞴ሙᡤࡣᅪᇦࡀᐃࡵࡽ

ࣁࢨ࣮ࢻ✀ูẖࡢᑐ⟇ㄢ㢟ࡢ᳨ウࡢᯟࢆ㉺࠼㸪」ྜ⅏ᐖ

ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡍ࡚ࡢேࡀỴࡵࡽࢀࡓሙᡤ㑊㞴ࡍࡿࡇ

ࡘ࠸࡚ീຊࢆ㉳ࡋ㸪」ྜ⅏ᐖࢆໟྵ࡛ࡁࡿ⥲ྜⓗ

ࢆ๓ᥦࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀࡀᔂࢀࡓሙྜ㸪ࡍ࡚ࡢேࡢ⏕

࡞ᕷ⾤ᆅഃࡢ㜵⅏ィ⏬ࡢィ⏬ㄽࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬

ࡀᏲࡽࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡣⅆ⅏᪕㢼࡞ࡢᑐ
ᛂࡶᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ᐃ௨ୖ㸪ᐃእഛ࠼㸪ࡉࡽࣇ࢙
࣮ࣝࢭ࣮ࣇࢆ㔜ࡡ࠶ࢃࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢྂ

ᑐ⟇ㄢ㢟ࡢ᪂ࡓ࡞どⅬᇶ࡙࠸ࡓᑐᛂ
3.11 ᙜ㸪ᮾி࡛ࡢΰࡀࡁࡃୡ⏺࡛ࡶሗ㐨ࡉࢀࡓ㸬

ⓗ࡞ㄢ㢟⌧⾜ࡢᑐ⟇ࢆᗘ᳨ドࡋ㸪ࣇ࢙࣮ࣝࢭ࣮ࣇࡢ

㜵⅏㛵ࡋ࡚ࡣࡃᅜෆྥࡅࡢሗⓎಙࡀ㍈࡛࠶ࡗ

ཌࡳࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬

ࡓࡀ㸪ࡇࢀࡽࡣᅜ㝿♫ࢆព㆑ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬2013
ᖺ㒔ᕷ⏕≉ูᥐ⨨ἲࡢᨵṇࡼࡗ࡚㒔ᕷ⏕Ᏻ☜ಖ
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ィ⏬ไᗘࡀタࡉࢀࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᖐᏯᅔ㞴⪅ၥ㢟ࢆྵࡴ

ࢡࡢከࡃࡣ᭦᪂ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿ㸬ࡇࡢᮇࢆ┠ᣦࡋࡓ

ᴗົᆅ༊࡛ࡢ㜵⅏ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿไᗘ࠸࠺ࡽ࠼᪉ࡶ

ᕷ⾤ᆅࡢᾐỈᑐᛂ࠸࠺㆟ㄽࢆ῝ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬༡

࡛ࡁࡿࡀ㸪ࡴࡋࢁᅜ㝿➇தຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ㒔ᕷࡢᴗ

ᾏࢺࣛࣇᕧᆅ㟈࡛ࡢὠἼᾐỈ༊ᇦ࡛ࡢ᳨ウ࠶ࢃࡏ࡚

ົᆅ༊࡛ࡢ⅏ᐖࡢഛ࠼ࢆᵓ⠏ࡍࡿ࠸࠺ࡀ᪨࡛࠶ࡿ㸬 ᾐỈᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢᕷ⾤ᆅഃࡢ✵㛫ⓗࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥ
᪥ᮏࡢ㒔ᕷࡀୡ⏺ࡢ㒔ᕷẚ㸪ࣁࢨ࣮ࢻࡀࡁ࠸

ࢆ㏣ồࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬

ࡇࡣࡲࡂࢀࡢ࡞࠸ᐇ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢࡁࡉࢆ㉺࠼ࡿ
ࠕഛ࠼ࠖࡀ࠶ࡿࡇࢆ✚ᴟⓗᡴࡕฟࡍࡇࡼࡗ࡚᪥
ᮏࡢ㒔ᕷࡢຍ౯್ࢆ㧗ࡵ㸪ࡑࢀࢆ㒔ᕷࡢᡂ㛗ຊࡋ
࡚࠸ࡃ࠸࠺どⅬ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢほⅬࡽ㸪ྠᵝ 2020 ᖺ
ࡢ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢆ┠ᣦࡋ࡚ᮾிࡢ㜵⅏ࢆ⪃ࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿ㸬

ⲨᕝୗὶᇦࡢᾐỈᐃ༊ᇦᅗ
≉ูጤဨᑗ᮶ WG ࡢᚋࡢάື
ᑗ᮶ᑐᛂᑠጤဨࡣ㸪ศ㔝ᶓ᩿ WG ⯆ࡲࡕ࡙ࡃࡾ
WG ࡢࡘ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ㸬ศ㔝ᶓ᩿ WG ࡛ࡣ㸪ศ㔝ᶓ᩿
ⓗ࡞ሗ࣭ㄢ㢟ࡢඹ᭷ࢆ㐍ࡵࡘࡘ㸪㤳㒔┤ୗᆅ㟈㸪࠾ࡼ
ࡧ㸪༡ᾏࢺࣛࣇᆅ㟈ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ㆟ㄽࢆᆅ㟈ᕤᏛ
࡞ࡢ㛵㐃ᅋయ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ῝ࡵࡿ㸬୍᪉㸪⯆ࡲࡕ
࡙ࡃࡾ WG ࡛ࡣ㸪ࡢᑠጤဨࡢάື㸪㆟ㄽࢆࣞࣅ࣮ࣗ
ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⿕⅏ᆅ࡛ࡢ⯆ࡢືࡁࡢ୰ࡽᑗ᮶ࡢᆅᇦ࡙

㒔ᕷ⏕Ᏻ☜ಖィ⏬

ࡃࡾ㸪㒔ᕷ࡙ࡃࡾࡘ࡞ࡀࡿㄽⅬࢆᣠ࠸ฟࡋ㸪⫱ࡴࡓࡵ
Ẽೃኚືࡢ㐺ᛂࡋ࡚ࡢつᶍỈᐖࡢᑐᛂ

ࡢ㆟ㄽࢆ⾜࠺㸬࡞࠾㸪㛗ᮇⓗ࡞㆟ㄽຍ࠼㸪▷ᮇⓗᐇ

 Ẽೃኚືࡼࡗ࡚እỈỏ℃ࡢࣜࢫࢡࡣ☜ᐇ㧗ࡲࡿࡇ

⌧ྍ⬟࡞㡯┠ࡘ࠸࡚ࡣᥦゝࡋ࡚ࡲࡵࡿணᐃ࡛࠶ࡿ㸬

ࡀᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬᪥ᮏࡢ୕㒔ᕷᅪࡣ㸪ᾏᢤࢮ࣓ࣟ

ᑗ᮶ࡢᚋ㸪ᮏ✏࡛ᥦ♧ࡍࡿㄢ㢟㸪ㄽⅬࢆྵࡵ࡚άືᮇ

࣮ࢺࣝᆅᖏ❧ᆅࡋ࡚࠾ࡾ㸪㔞ࡢேཱྀࡀᒃఫࡋ㸪ࡘ㸪 㛫ෆ㆟ㄽࢆ⾜࠺ሙࢆᥦ౪ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿ㸬
⭾࡞ࢫࢺࢵࢡࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡦࡓࡧእỈỏ℃ࡀ
⏕ࡌࢀࡤ㸪ᾐỈᇦࡣᗈ࡞ࡾ㸪⏒࡞⿕ᐖࡀ⏕ࡌࡿ㸬
‣Ỉᮇ㛫ࡶ㛗ᮇཬࡪࡇࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬㑊㞴㛵
ࡋ࡚ࡶ㸪ᾏᢤࢮ࣓࣮ࣟࢺࣝᆅᖏ࡛ࡣ㸪ᮾிࡢⲨᕝ୧ᓊ
ࡳࡿ࠾ࡾ㸪పᒙ㧗ᐦ࡞ᕷ⾤ᆅࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪
㑊㞴ඛࡀ 10km ㉺࠼ࡿ㉸㐲㊥㞳㑊㞴࡞ࡿ㸬ࡑࡢ㑊㞴ேཱྀ
ࡣⴱ㣭༊ࡔࡅ࡛ࡶ 27 ཬࡪ㸬ᩘ㛫࠸ࢃࢀࡿ࣮ࣜࢻ
ࢱ࣒ࡢ୰࡛ࡢ㑊㞴ࡣᅔ㞴ࢆᴟࡵࡿࡇࡣᐜ᫆᥎ᐹࡉ
ࢀࡿ㸬Ẽೃኚືᑐࡍࡿᕷ⾤ᆅഃࡢ㐺ᛂ⟇ࡋ࡚㸪㑊㞴
ィ⏬ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᕷ⾤ᆅࡢ✵㛫ᙧែࡑࡢࡶࡢࡘ࠸࡚
ࡶ㆟ㄽࢆ῝ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ẼೃኚືࡼࡿእỈỏ℃ࣜ
ࢫࢡࡢ㢧ᅾࡀᩘ༑ᖺඛࡔࡍࢀࡤ㸪⌧ᅾࡢ㒔ᕷࢫࢺࢵ
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ABSTRACT: Owing to the enormous damage caused by the Great East Japan Earthquake of 2011, a 15% reduction
in peak power consumption was required to address the gap between demand and supply capabilities in the summer
of 2011. Electricity-saving measures are promoted in offices today for both environmental and safety reasons, and
indoor office environments have changed greatly. This paper aims to reveal to what extent workers’ awareness of
electricity-saving has changed since the earthquake disaster had an impact on energy consumption and productivity.
The authors have conducted continuous fieldwork and questionnaire surveys in seven electricity-saving office
buildings in the summers of 2011–2013. Additionally, our laboratory’s past research data (15 buildings, 17 cases:
2003–2012) has been collected together and analyzed.
The results show that excessive indoor air temperatures, such as 28o C, were avoided, and the desk level illuminance
greatly decreased, from 750 lux to around 400 lux, after the earthquake. People came to be able to implement
electricity saving in a proper way that does not spoil workers’ comfort, and workers’ acceptability zone for the indoor
environment was extended by the experience of saving electricity. Moreover, when we compared individual
differences in the way environmental information is perceived, it was shown that differences in the workers’
awareness of saving electricity had a more profound effect on their satisfaction with the indoor environmental quality
than those in their gender or age. Mechanical power-saving is definitely important; however, building devices that
induce the occupants’ energy-saving actions are vital. Our results will be considerably useful to other countries,
whether or not they experience a natural disaster.
Zero Energy House project by Waseda University is also described here. New concept for energy management for
smart society is also introduced.

Energy conservation and management in building sector after the
Great East Japan Earthquake
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⾲ 1 ㄪᰝᑐ㇟
ㄪᰝᖺ

㺩㺼㺷 㺪㺹㺏 ᡤᅾᆅ ❹ᕤᖺ ␒ྕ

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1. ࡣࡌࡵ
 2011 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡼࡿ⿕ᐖࡣᗈ
⠊ࢃࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋⓎ⏕┤ᚋࡢ 2011 ᖺࡢኟᏘࡣࠊ
Ⓨ㟁ᡤࡢ⏒࡞⿕ᐖ㉳ᅉࡍࡿ㟁ຊ㊊ࡢᠱᛕࡽᮾி㟁
ຊ⟶㎄ෆࡢཱྀ㟂せᐙᑐࡋࠊ2010 ᖺẚ࡛ 15%ࡢࣆ࣮ࢡ㟁
ຊ๐ῶࡀせㄳࡉࢀࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ⠇㟁ࡼࡿᇳົᐊෆ ⇕࣭✵
Ẽ㉁⎔ቃࡢᝏࡸ⢭⚄ⓗࢫࢺࣞࢫ࡞ࡢせᅉࡼࡾࠊᇳົ⪅
ࡢ⏕⏘ᛶపୗࡀᠱᛕࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊ2011 ᖺࡢኟᏘࡢ⤒㦂ࢆ
㋃ࡲ࠼ࡓ⠇㟁࣭┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⌧ᅾࡶ⥅⥆ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋᚋࡢ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡼࡾⰋ࠸ᇳົ⎔ቃᙧᡂࡢࡓࡵ
ࡣ㟈⅏ᚋࡢኚࢆ㏣㊧ㄪᰝࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᅇ
ࡢࡼ࠺࡞㟈⅏ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸ㅖእᅜࡗ࡚ࡶ㔜せ࡞▱
ぢ࡞ࡾ࠺ࡿࠋ
 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ᚋ㌿ࡋࡓ᪥ᮏࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮≧ἣ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ2014 ᖺ 4 ᭶ 11 ᪥࢚ࢿࣝࢠ࣮ᇶᮏィ⏬ 1)ࡀ㛶㆟Ỵᐃ
ࡉࢀࡓࠋᨻᗓࡣ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡇࡢィ⏬ࡢ᪉
㔪ᇶ࡙࠸࡚ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡿࠋᚭᗏ
ࡋࡓ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮♫ࡢᐇ⌧ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ᇶᮏィ⏬ࡣࠊࡁ࡞ᰕࡀ 3 ࡘ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊཎᏊຊࠊ
⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮㛵ࡍࡿ㡯࡛࠶ࡿࠋ
࣐ࢫࢥ࣑ሗ㐨࡛ࡣཎᏊຊࡸ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀὀ┠ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡸཎᏊຊ⏝㛵ࡋ࡚
㆟ㄽࡍࡿ๓ษ࡞ࡢࡣࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࢆᴟ㝈ࡲ࡛
ᑡ࡞ࡃࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛࠶ࡿࠋ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᇶᮏィ⏬ࡣࠊ
ࠕ㸦ᵝࠎ࡞┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡ࡢᑟධࡼࡾࠊ㸧ᘓ⠏≀ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ2020 ᖺࡲ࡛᪂⠏බඹᘓ⠏≀➼࡛ࠊ2030 ᖺࡲ࡛
᪂⠏ᘓ⠏≀ࡢᖹᆒ࡛ ZEB㸦ࢿࢵࢺ࣭ࢮ࣭࢚ࣟࢿࣝࢠ
࣮࣭ࣅࣝ㸧ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋࡲࡓࠊఫᏯࡘ࠸
࡚ࡣࠊ2020 ᖺࡲ࡛ᶆ‽ⓗ࡞᪂⠏ఫᏯ࡛ࠊ2030 ᖺࡲ࡛
᪂⠏ఫᏯࡢᖹᆒ࡛ ZEH㸦ࢿࢵࢺ࣭ࢮ࣭࢚ࣟࢿࣝࢠ࣮࣭ࣁ
࢘ࢫ㸧ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࠋࠖ㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊ
2020 ᖺࡲ࡛᪂⠏ఫᏯ࣭ᘓ⠏≀ࡘ࠸࡚ẁ㝵ⓗ┬࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ᇶ‽ࡢ㐺ྜࢆ⩏ົࡍࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇࡢ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᑠጤဨ 2) ࠾࠸࡚
ᵝࠎ࡞㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᅜᅵ㏻┬ࡣࠊ2014
ᖺ 12 ᭶ 18 ᪥㛤ദࡉࢀࡓᑂ㆟ 3)࠾࠸࡚ࠊ
ࠕᚋࡢఫ
Ꮿ࣭ᘓ⠏≀ࡢ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᑐ⟇ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚㸦➨୍
ḟሗ࿌㸧ࠖ㸦㦵Ꮚ㸧ࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࠋࡲࡎࠊ2017 ᖺࡽ
ᗋ㠃✚ 2000m2 ௨ୖࡢ࢜ࣇࢫࠊ㝔࣭⚟♴タࠊ࣍ࢸࣝࠊ
ၟᴗタࠊ㣧㣗ᗑ࡞ࡢᴗົ⏝ᘓ⠏≀ࢆᑐ㇟ࡋ࡚┬࢚
ࢿᇶ‽ࡢ⩏ົࡀ⾜ࢃࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛࢚ࢿࣝࢠ
࣮ࡣᐊෆ⎔ቃࡢ⥔ᣢ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ෭ᬮᡣࠊẼࠊ
↷᫂࡞㛵ࢃࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝࡛࠶ࡿࠋᡃ៏ࡢ┬࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮࡛ࡣ▱ⓗ⏕⏘ᛶࡸᗣᛶࡀపୗࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ᇶᮏィ⏬ࡣࠊࠕ⏕άࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡘࡘ┬࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ࢆ୍ᒙ᥎㐍ࡍࡿࣛࣇࢫࢱࣝࡢᬑཬࢆ㐍ࡵࡿࠋࠖ
ࡶグ㏙ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᐊෆ⎔ቃࡢ㉁ࢆ⥔ᣢࡋ࡞ࡀࡽ┬࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡣ㠀ᖖ㔜せ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏ✏࡛ࡣࠊ࢜ࣇࢫࠊ࠾ࡼࡧఫᏯ࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮
㟂⤥ࢆ⪃࠼ࡿ࠶ࡓࡾࠊ࢜ࣇࢫᘓ⠏ࡢᐇ ㄪᰝࢆᑐ㇟

A 3F Ⲉᇛ 2003 1
B 6F ᮾி 2003 2
C 3F ᮾி 1979 3
D 23F ᮾி 1983 4,7
E 2F ⚄ዉᕝ 2006 5,6
F - ⚄ዉᕝ 1961 9
G 6F ⚄ዉᕝ 2007 10
H 3F ᮾி 1982 11
I 2F ᮾி 1992 12
J 2F ᮾி 1999 13
K - ᮾி 2010 14
L 3F ⚄ዉᕝ 1996 15,40,52
7F
44
M 8F ᮾி 2007 16-19
10F
20-23,45,53
2F
24-27,46,54
N 8F ᮾி 2007 8
9F
28-31,47,55
O 4F ᮾி 1989 32-35,48,56
3F
36,49,57
P
ᮾி 1988
5F
58
Q 7F ᮾி 1993 37,50,59
26F
38-39,51
R
ᮾி 1984
60
S 5F ᮾி 2011 41
T 27F ᮾி 2011 42
U 1~5F Ⲉᇛ 2012 43

ە
ە
ە
ەە
ە
ە
ە

ە

௦⾲᪥

8/26
8/11
8/22
8/31,8/8
8/21,8/24
7/27
7/31
ە
8/27
ە
8/27
ە
8/27
ە
8/24
 ۑ ە ە7/27,8/7,ە
8/7
ە
8/2㺃5㺃8㺃11
 ە ە ە7/19㺃22㺃25㺃28,8/7,7/30
 ە ە ە7/19㺃22㺃25㺃28,8/7,7/30
8/22
 ە ە ە7/19㺃22㺃25㺃28,8/7,7/30
 ە ە ە8/2㺃5㺃8㺃11,8/7,7/30
 ە ە ە8/11,8/28,7/30
 ە7/30
 ە ە ە8/9,8/7,7/30
ەە
8/5㺃11,8/1
ۑە
8/7
ە
8/8
ە
8/24
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ʊ
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ࡋࡓ◊✲ᡂᯝ 2014 ᖺ㛤ദࡉࢀࡓᏛᑐᢠࡢ ZEH ࢥ
ࣥ࣌ࠕ࢚ࢿ࣐ࢿࣁ࢘ࢫ 2014ࠖ࠾ࡅࡿ᪩✄⏣Ꮫࡢྲྀ⤌
ࡳࢆ㏙ࡿࠋ࢜ࣇࢫᘓ⠏࠾ࡅࡿ◊✲ࡣ┬࢚ࢿᛶ▱
ⓗ⏕⏘ᛶ࠾ࡼࡧᛌ㐺ᛶ╔┠ࡋࠊ㟈⅏๓ᚋࡢᇳົᐊෆ⎔
ቃ㉁࠾ࡼࡧᇳົ⪅ᚰ⌮㔞⏦࿌ࡢኚࢆㄪᰝࡍࡿࡇࡼ
ࡾࠊ㟈⅏ࡼࡿ⠇㟁ࡀ࢜ࣇࢫ࠼ࡓᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ
ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚⾜ࡗࡓ㸦2014 ᖺ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ
࠾࠸࡚᪤Ⓨ⾲㸧ࠋࡑࢀࡽࡢ◊✲⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊ⅏
ᐖᙉ࠸࢚ࢿࣝࢠ࣮㟂⤥㛵ࡋ࡚㏙ࡿࠋ
2. ㄪᰝᑐ㇟
 ࢜ࣇࢫ࠾ࡅࡿᐊෆ⎔ቃ㉁ᇳົ⪅ព㆑ࡢ㟈⅏๓ᚋ
࠾ࡅࡿ⤒ᖺኚࢆࡳࡿࡓࡵࠊ㛵ᮾᅪᡤᅾࡍࡿ 21 Ჷࡢ
ࣅࣝ࠾࠸࡚ࠊ2003 ᖺ௨㝆ࡢኟᏘࡢᇳົ✵㛫⾜ࢃࢀࡓ
≀⌮⎔ቃᐇ ㄪᰝ࠾ࡼࡧࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࠊ 60 ࡢẚ
㍑࣭ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ⾲ 1 ㄪᰝᑐ㇟ࢆ♧ࡍࠋᮾ᪥ᮏ
㟈⅏ࢆቃࡋ࡚ࠊ2010 ᖺ௨๓ࡢ 13 ࢆࠕ㟈⅏๓ࠖࠊ2011
ᖺᗘࡢ 26 ࢆࠕ㟈⅏ᙜᖺࠖ
ࠊ2012 ᖺ௨㝆ࡢ 21 ࢆ
ࠕ㟈⅏ᚋࠖࡋࡓᖺ௦༊ศࢆタࡅࡓࠋࡲࡓࠊ 16㹼35ࠊ
38㹼39 㛵ࡋ࡚ࡣ㐠⏝᮲௳ࡢኚ᭦ࢆ⾜ࡗࡓ࡛࠶ࡗࡓࠋ
3. ㄪᰝ᪉ἲ
 ᐊෆ⎔ቃ࠾࠸࡚ࠊ⠇㟁ࡢᐇࡼࡿᙳ㡪ࡀぢࡽࢀࠊ
㟈⅏๓ᚋ࡛ኚࡀ࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿග⎔ቃࠊ ⇕⎔ቃࠊ
✵Ẽ㉁⎔ቃ╔┠ࡋࠊ≀⌮⎔ቃࣥࢣ࣮ࢺ⏦࿌⤖ᯝࡢ
ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⾲ 2 ࣥࢣ࣮ࢺ⏦࿌㡯┠࠾ࡼࡧᑻᗘࢆ♧
ࡍࠋ≀⌮⎔ቃせ⣲㛵ࡋ࡚ࡣࠊග⎔ቃࡣᮘୖ㠃↷ᗘࠊ

－ 152 －

⾲ 3 ࠾ࡅࡿࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⪅ᒓᛶ
㹼20

446 159
㟈⅏๓㸦㹼2010ᖺ㸧
74% 26%
1194 479
㟈⅏ᙜᖺ㸦2011ᖺ㸧
71% 29%
872 394
㟈⅏ᚋ㸦2012ᖺ㹼㸧
69% 31%

3
0%
0
0%
0
0%

ᖺ௦
30௦ 40௦

20௦

1100

ᮘୖ㠃↷ᗘ [lx]

50௦

60㹼

ྜィ

145 196 149 104
9
749
24% 32% 25% 17% 1%
258 298 527 314 160
1693
17% 19% 34% 20% 10%
229 271 373 227
84
1250
19% 23% 32% 19% 7%
èɥെƕܱૠᲢʴᲣŴɦെƕႻࡇݣૠᲢ%Უ
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1
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㟈⅏๓
(No.1~13)

21

26
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ග⎔ቃ‶㊊ᗘ[-]

ᛶู
⏨ᛶ ዪᛶ
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㟈⅏ᚋ
(No.40~60)

ᅗ 1 ᮘୖ㠃↷ᗘග⎔ቃ‶㊊ᗘ
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-1
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㟈⅏๓
(No.1~13)
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㟈⅏ᙜᖺ
(No.14~39)

ᅗ 2 ✵Ẽ

CO2⃰ᗘ [ppm]

2

ᗘ
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56

㟈⅏ᚋ
(No.40~60)

⇕⎔ቃ‶㊊ᗘ
2

㐠⏝᮲௳ኚ᭦
✵Ẽ‶㊊ᗘ
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1

700

0
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-1
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1

6
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⇕⎔ቃ‶㊊ᗘ[-]

㐠⏝᮲௳ኚ᭦
⇕‶㊊ᗘ

16

㟈⅏๓
(No.1~13)

21

26

31

36

41

46

㟈⅏ᙜᖺ
(No.14~39)

51

✵Ẽ㉁⎔ቃ‶㊊ᗘ[-]

ᐊෆ ᗘ [oC]

29

-2
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㟈⅏ᚋ
(No.40~60)

ᅗ 3 CO2 ⃰ᗘ✵Ẽ㉁⎔ቃ‶㊊ᗘ

－ 153 －

2

2

1

1

0
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-2

ᮘୖ㠃↷ᗘ[lx]

150

350

550

750

950 1150
n=163
n=1315
n=904

ᮘୖ㠃᫂ࡿࡉឤ

ග⎔ቃ‶㊊ᗘ[-]

ᮘୖ㠃᫂ࡿࡉឤ[-]

⇕⎔ቃࡣ✵Ẽ ᗘ┦ᑐ‵ᗘࠊ✵Ẽ㉁⎔ቃࡣ CO2 ⃰ᗘࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊࣅࣝ L㹼R ࠾ࡅࡿ 44 ࠾࠸࡚ࡣࠊᐇ
ㄪᰝ࠾ࡼࡧࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝຍ࠼ࠊ㟈⅏┤ᚋࡢ 2011 ᖺ
ࡽ 2013 ᖺࡅ࡚ࠊ⠇㟁㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࣅ
ࣝ N ࠾࠸࡚ࡣ 2007 ᖺࡽ 2013 ᖺࡢ 7 ᖺ㛫ࡅ࡚ࠊ
BEMS ࢹ࣮ࢱࡼࡿ㟁ຊ⏝㔞ࡢㄪᰝࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࢀࡽࡢᐇ㝿ࡢᐇ ㄪᰝ⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚ࠊ㟈⅏ࡼࡿᇳົ
⪅ព㆑ࠊᇳົ⎔ቃࠊ࠾ࡼࡧ㟁ຊᾘ㈝㔞ࡢᙳ㡪㛵ࡍࡿ
᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⾲ 3 ࠾ࡅࡿࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⪅ᒓᛶࢆ♧ࡍࠋᅇ
⟅ᩘࡣ࡛ 3692 ௳࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊ⏨ᛶࡀ 2512
ྡࠊዪᛶࡀ 1032 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᖺ㱋㛵ࡋ࡚ࡣ 20 ௦ᮍ‶ࡀ
3 ྡࠊ20 ௦ࡀ 632 ྡࠊ30 ௦ࡀ 765 ྡࠊ40 ௦ࡀ 1049 ྡࠊ
50 ௦ࡀ 645 ྡࠊ60 ௦௨ୖࡀ 253 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊྛᖺ
௦༊ศ࠾ࡅࡿᒓᛶࡢྜ㢧ⴭ࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ
4. ㄪᰝ⤖ᯝ
4-1 ྛ≀⌮⎔ቃࡢ⤒ᖺẚ㍑
1)ග⎔ቃ
ᅗ 1 ᮘୖ㠃↷ᗘග⎔ቃ‶㊊ᗘࢆ♧ࡍࠋྛᖺ௦༊ศࡢ
ᖹᆒ್ࡣࠊ㟈⅏๓㸸751lxࠊ㟈⅏ᙜᖺ㸸440lxࠊ㟈⅏ᚋ㸸
390lx ࡛࠶ࡾࠊኳ↷᫂ࡢῶගࡸ㛫ᘬࡁⅬⅉ࠸ࡗࡓ⠇
㟁࣭┬࢚ࢿࣝࢠ࣮㐠⏝ࡀ㟈⅏௨㝆⥅⥆ࡋ࡚ᐇࡉࢀ࡚࠸
ࡿᙳ㡪ࡀࡳࡽࢀࡓࠋග⎔ቃ‶㊊ᗘ㛵ࡋ࡚ࡣ⣙ 8 ࡢ
࠾࠸࡚‶㊊ഃࡢ⏦࿌࡛࠶ࡗࡓࠋ
2) ⇕⎔ቃ
ᅗ 2 ✵Ẽ ᗘ ⇕⎔ቃ‶㊊ᗘࢆ♧ࡍࠋ㟈⅏๓ᙜᖺ
࠾࠸࡚ࡣࠊᘓ⠏≀⾨⏕ἲᐃࡵࡽࢀࡓୖ㝈࡛࠶ࡿ 28oC
ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡀぢࡽࢀࡓࠋ㟈⅏๓ࡣࠊ2005 ᖺᗘࡼࡾ
ி㒔㆟ᐃ᭩࠾࠸࡚ᐃࡵࡽࢀࡓ CO2 ๐ῶ┠ᶆࡢ㐩ᡂࡢࡓࡵ
 COOL BIZ ࡀᥦၐࡉࢀࡓ 3)ࡇࡸࠊ㟈⅏ᙜᖺ࠾࠸࡚ࠊ
⠇㟁㐠⏝࠾ࡼࡧᐇ㦂ⓗᐊෆ ᗘ࡞ࡢᐊෆ⎔ቃタᐃ᮲
௳ࢆኚ᭦ࡋࡓࡇࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㟈⅏ᚋ
ࡢ࡛ࡣࠊᴫࡡ 26㹼27oC ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ‶㊊ᗘࡣ༙ᩘ
ࡢ࠾࠸࡚ࠕ‶ࠖഃࡢ⏦࿌್࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ┦
ᑐ‵ᗘࡣࢇࡢ࡛ᘓ⠏≀⾨⏕ἲᐃࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿ 40㹼70%RH ࡢ㛫ࡢ್ࢆ♧ࡋࡓࠋ
3)✵Ẽ㉁⎔ቃ
ᅗ 3  CO2 ⃰ᗘ✵Ẽ㉁⎔ቃ‶㊊ᗘࢆ♧ࡍࠋࢇ
ࡢ࠾࠸࡚ᘓ⠏≀⾨⏕ἲ࡛ᐃࡵࡽࢀࡓ 1000ppm ௨ୗ
ࡢ CO2 ⃰ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㟈⅏๓ᚋ࡛ࡣࡁࡃኚࡋ࡚
࠾ࡽࡎࠊྛᖺ௦༊ศࡢᖹᆒ್ࡣࠊ㟈⅏๓㸸684ppmࠊ㟈⅏
ᙜᖺ㸸749ppmࠊ㟈⅏ᚋ㸸707ppm ࡛࠶ࡗࡓࠋ
4-2 ᚰ⌮㔞⏦࿌ࡢ⤒ᖺኚ
ᇳົ✵㛫ෆ࡛ࡢࡤࡽࡘࡁࢆ⪃៖ࡋ ⇕⎔ቃ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅ࡢᗙᖍ㏆ഐࡢ ᐃⅬ࠾ࡅࡿ▐್ࢆࠊ
ග࣭✵Ẽ㉁⎔ቃ㛵ࡋ࡚ࡣ ᐃᮇ㛫ࡢᖹᆒ್ࢆ≀⌮್
ࡋ࡚ࠊᚰ⌮㔞⏦࿌ࡢഴྥࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
1)ග⎔ቃ
ᅗ 4 ᮘୖ㠃↷ᗘᮘୖ㠃᫂ࡿࡉឤ࠾ࡼࡧග⎔ቃ‶㊊ᗘ
ࢆ♧ࡍࠋ㟈⅏ᙜᖺ࣭㟈⅏ᚋࡣࠊ㟈⅏๓ẚ࡚ᮘୖ㠃ࡢ
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ᮘୖ㠃↷ᗘ[lx]
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n=81
n=1282
n=1008

ග⎔ቃ‶㊊ᗘ

ᅗ 4 ᮘୖ㠃↷ᗘᮘୖ㠃᫂ࡿࡉឤ࠾ࡼࡧග⎔ቃ‶㊊ᗘ

ࡢࠊ᭱㧗እẼ

ࡀ 34 C ⛬ᗘࠊᖹᆒእẼ

ࡀ 30 C ⛬ᗘࡢᖹ
o

y = -0.0142x 2 + 1.1783x - 20.72
R² = 0.8465

0
-1

SET*[oC]

23 24 25 26 27 28 29 30
y = 0.0324x 2 - 1.3396x + 13.14
R² = 0.9169
y = -0.0328x 2 + 1.9066x - 27.12
R² = 0.9437
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-3

ẚ࡚ᑡ࡞ࡗࡓࠋ୍᪉࡛✵ㄪᾘ㈝㟁ຊ㔞ࡣ㟈⅏๓ྠ⛬
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ራᩓƴݣƢǔॖᜤ

ᅗ 6 2007㹼2013 ᖺࡢኟᏘ௦⾲᪥࠾ࡅࡿ᪥✚⟬ᾘ㈝㟁ຊ
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ᅗ 7 ⠇㟁ᑐࡍࡿព㆑
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ࡣࡢࡼ࠺ኚࡋࡓࡢࠊ௨㝆ㄪᰝ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ

－ 154 －

-2

y = -0.0426x 2 + 2.076x - 25.11
R² = 0.9734
y = -0.0522x 2 + 2.7633x - 36.53
R² = 0.6497

35

ᗘᡠࡗࡓࠋࡇࡢ≧ἣୗ࠾࠸࡚ᇳົ⪅ព㆑ࡸ⠇㟁ᑐ⟇
4-4 ⠇㟁ព㆑
 ᅗ 7 ⠇㟁ᑐࡍࡿព㆑ࡢኚࠊᅗ 8 ⠇㟁ᑐࡍࡿ
㠀ࢆ♧ࡍࠋ⠇㟁ᑐࡍࡿព㆑ࡣࠊ㟈⅏๓ࡢ 2010 ᖺࡣప࠸
ഃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㟈⅏┤ᚋࡣព㆑ࡀࡁࡃ㧗ࡲࡾࡑࡢᚋ
2011 ᖺࢆࣆ࣮ࢡ⦆ࡸపୗࡋࡓࡶࡢࡢࠊ⠇㟁ᑐࡍ
ࡿព㆑ࡣᮍࡔ㧗࠸ࡇࡀศࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ⠇㟁ᑐࡋ࡚
⫯ᐃⓗࡔᅇ⟅ࡋࡓேࡣ 2011 ᖺ㹼2013 ᖺࡢ 3 ᖺ㛫࡛ኚ
ࡏࡎయࡢ 9 ⛬ᗘࢆ༨ࡵࡓࠋ
 ᅗ 9 ┬࢚ࢿࡢᚭᗏࡼࡿᛌ㐺ᛶపୗᑐࡍࡿチᐜᗘࠊ
ᅗ 10 ᅇ⟅ᙜࡢ⠇㟁⎔ቃୗࡢ࢜ࣇࢫࡢ౽ᛶࢆ♧ࡍࠋ
┬࢚ࢿࡢᚭᗏࡼࡿᛌ㐺ᛶࡢపୗࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊ
2011 ᖺ௨㝆ᖺࡀቑࡍࡈࠊཷࡅධࢀࡽࢀ࡞࠸ഃࡢ⏦࿌
ࡀࡸࡸቑຍࡋࡓࠋ୍᪉ࠊᅇ⟅ᙜࡢ⠇㟁ࡉࢀࡓ࢜ࣇࢫ
⎔ቃࡘ࠸࡚౽࣭㒔ྜࡔឤࡌ࡚࠸ࡿேࡢྜࡣ
2011 ᖺࡀ᭱ࡶከࡃ 70%⛬ᗘ࡛ࠊ2012 ᖺࡣ 60%ᮍ‶ῶᑡ
ࡋ 2013 ᖺࡣ 60%⛬ᗘࡸࡸቑຍࢆ♧ࡋࡓࠋ

-1

෭ឤ

ᅗ 5 SET*

ẚࡁࡃῶᑡࡋࠊ≉㟁ⅉࡼࡿᾘ㈝㟁ຊ㔞ࡣࡰ

ࡾῶᑡࡋࠊ㟁ⅉᾘ㈝㟁ຊ㔞ࡣࡸࡸቑຍࡋࡓࡶࡢࡢ㟈⅏๓

SET*[oC]
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ࡉࢀࡓ 2011 ᖺኟᏘࡣᇳົ㛫୰ࡢᾘ㈝㟁ຊ㔞ࡀ๓ᖺࡲ࡛

2012࣭2013 ᖺࡣ 2011 ᖺẚࠊࢥࣥࢭࣥࢺᾘ㈝㟁ຊ㔞ࡣࡼ
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෭ឤ

᪥㸦᭶᭙᪥௨እ㸧ࢆ௦⾲᪥ࡋ࡚㑅ᐃࡋࡓࠋ⠇㟁ࡀᐇ

༙ῶࠊࢥࣥࢭࣥࢺ㟁ຊࡢ๐ῶ⋡ࡶ㧗ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡢ

n=669
n=1539
n=1034

y = -0.1325x 2 + 7.2178x - 98.69
R² = 0.6022

1

ٳൢภ [oC]

1

⇕⎔ቃ‶㊊ᗘ[-]

2

ኟᏘ௦⾲᪥࠾ࡅࡿ᪥✚⟬ᾘ㈝㟁ຊ㔞ࢆ♧ࡍࠋྛᖺኟᏘ
o

2

3

෭ឤ[-]

᫂ࡿࡉឤࡢ⏦࿌ࡣࡸࡸపୗࡍࡿഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋග⎔ቃ‶
㊊ᗘࡣࡢᖺ௦࠾࠸࡚ࡶᴫࡡ‶㊊ഃ࡛࠶ࡾࠊ㟈⅏ᙜ
ᖺ࣭㟈⅏ᚋぢࡽࢀࡓప࠸↷ᗘࡢ㐠⏝ୗ࡛ࡶࠊග⎔ቃ‶
㊊ᗘࡀపୗࡍࡿഴྥࡣ♧ࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ
2) ⇕⎔ቃ
⥲ྜⓗ࡞ ⇕⎔ቃᑐࡍࡿᚰ⌮㔞⏦࿌ഴྥࢆẚ㍑ࡍࡿ
ࡓࡵࠊSET*ࢆ⟬ฟࡋศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᅗ 5  SET* ෭
ឤ࠾ࡼࡧ ⇕⎔ቃ‶㊊ᗘࢆ♧ࡍࠋ㟈⅏๓࣭ᙜᖺࡣ SET*ࡀ
㧗ࡃ࡞ࡿࡘࢀ࡚ᬬ࠸ഃ⏦࿌ࡀቑຍࡋࡓࡢᑐࡋࠊ㟈⅏
ᚋࡣ SET*27oC ௨ୖ࠾࠸࡚ᬬ࠸ഃ⏦࿌ࡀቑຍࡍࡿഴྥࡣ
♧ࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ‶㊊ᗘ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㟈⅏๓ࠊ㟈⅏ᙜᖺ
࡛ࡣ SET*27oC ௨ୖ࠾࠸࡚‶ഃࡢ⏦࿌ࡀቑຍࡋࡓࡀࠊ
㟈⅏ᚋࡣ SET*27oC ௨ୖ࡛ࡶ‶㊊ᗘࡀࡁࡃపୗࡋ࡞ࡗ
ࡓࠋ㟈⅏ࡢ⠇㟁㐠⏝ࡢ⤒㦂ࡼࡾࠊ㟈⅏ᚋࡣ ⇕⎔ቃ
ᑐࡋ࡚ᐶᐜ࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀぢࡽࢀࡓࠋ
3)✵Ẽ㉁⎔ቃ
CO2 ⃰ᗘᑐࡍࡿ✵Ẽ㉁⎔ቃ‶㊊ᗘࡢ⏦࿌ഴྥ㛵ࡋ࡚
ࡣ㟈⅏๓ᚋ࡛ࡁ࡞ኚࡣࡳࡽࢀࡎࠊ‶㊊ᗘࡣᴫࡡ‶㊊
ഃ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊCO2 ⃰ᗘ✵Ẽ㉁⎔ቃ‶㊊ᗘ┦㛵㛵
ಀࡣぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ
4-3 ᾘ㈝㟁ຊ㔞
ᅗ 6 ࣅࣝ N 9F ࡢ BEMS ࢹ࣮ࢱࡼࡿ 2007㹼2013 ᖺࡢ
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ᅗ 9 ┬࢚ࢿࡢᚭᗏࡼࡿᛌ㐺ᛶపୗᑐࡍࡿチᐜᗘ
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ᅗ 10 ᅇ⟅ᙜࡢ⠇㟁⎔ቃୗࡢ࢜ࣇࢫࡢ౽ᛶ

4-5 ⠇㟁ᑐ⟇
 ᅗ 11 㟈⅏௨ᚋࡢ࢜ࣇࢫࡢ⠇㟁ᑐ⟇ࢆ♧ࡍࠋୖࡽ
ᐇ㊶ࡋࡓ⠇㟁ᑐ⟇ࠊᴗົࡢጉࡆ࡞ࡗࡓ⠇㟁ᑐ⟇ࢆᖺᗘ
ẖ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ」ᩘᅇ⟅ྍࡋ࡚㉁ၥࢆ⾜ࡗࡓࠋ
యࡢ 7 ⛬ᗘ᭱ࡶከࡃࡢேࡀᐇ㊶ࡋࡓ⠇㟁ᑐ⟇ࡣࠕࢡ
࣮ࣝࣅࢬ⾰᭹ࡢ᥇⏝࡛ࠖ࠶ࡾࠊᴗົࡢጉࡆ࡞ࡗࡓ࠸
࠺⏦࿌ࡣࢇࡳࡽࢀࡎࠊ≉ 2011 ᖺࡽ 2012 ᖺ
ࡅ࡚ࡑࡢᐇ㊶⋡ࡣ㧗ࡲࡗࡓࠋ
ࠕఇࡳࡢᾘⅉࠖ
ࠊࠕPC ࢆ┬㟁
ຊ࣮ࣔࢻࡍࡿࠖࡢ⠇㟁ᑐ⟇ࡶྠᵝ⥅⥆ࡢ᭷ຠᛶࡀ♧
ࡉࢀࡓࠋ୍᪉࡛ࠕ✵ㄪタᐃ ᗘࡢ⦆ࠖࡘ࠸࡚ࡣᐇ㊶
⋡ࡀ⣙ 5 㧗ࡗࡓࡶࡢࡢࠊᴗົࡢጉࡆᅇ⟅ࡋࡓேࡣ
3 ᖺ㛫⥅⥆ࡋ࡚ 4 ⛬ᗘᩘ࠶ࡿ⠇㟁ᑐ⟇ࡢ୰࡛᭱ࡶከࡃࠊ
ᚋࡢࡼࡾࡼ࠸㐠⏝᪉ἲࡢ᳨ウࡢᚲせᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 㟈⅏௨ᚋࡣ㟈⅏๓ẚ࡚⠇㟁ᑐࡍࡿព㆑ࡀྥୖࡋࠊ
ᚋࡢ⠇㟁ᑐ⟇ࡢ⥅⥆ࡶ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊᇳົ✵㛫ࡢ
ᛌ㐺ᛶࡀᇳົ⪅ࡗ࡚ࡼࡾ㔜せ࡞せ⣲࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸
ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋ✵Ẽࡢࡼࡳ࣭⮯࠸ᑐࡍࡿ‶ࡀከ
࠸ࡇࡀࢃࡗࡓࠋ
5. ࢮ࣭࢚ࣟࢿࣝࢠ࣮ࣁ࢘ࢫ
 ఫᏯ࡛⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣ᪥ᮏయࡢ 14.3%
࡞ࡿࠋࡇࢀࢆᛌ㐺ᛶࡸᗣᛶࢆ⥔ᣢࡋ࡞ࡀࡽᚭᗏࡋࡓ┬
࢚ࢿࣝࢠ࣮⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࡛ࢮࣟࡍࡿࡇࡀồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 2013 ᖺ⤒῭⏘ᴗ┬㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇࡀᏛᑐᢠ࡛ࢮ
࣭࢚ࣟࢿࣝࢠ࣮ࣁ࢘ࢫࢆᥦࡋᐇ㝿ᘓタࡍࡿࠕ࢚ࢿ࣐
ࢿࣁ࢘ࢫ 2014ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ᪩✄⏣Ꮫ࡛ࡣᘓ⠏Ꮫ⛉ࢆ
୰ᚰᴗ㸷♫ࡢ㐃ᦠయไ࡛ࡇࡢ࣋ࣥࢺᛂເࡋࡓࠋ
༑ᩘ௳ࢆ㉸࠼ࡿᛂເࡢ୰ࡽ 5 Ꮫ㸦᪩✄⏣Ꮫࠊᮾி
Ꮫࠊ᠕⩏ሿᏛࠊ༓ⴥᏛࠊⰪᾆᕤᴗᏛ㸧ࡀ᭩㢮ᑂ
ᰝ࡛㑅ࡤࢀ 2014 ᖺ 1 ᭶࠾ྎሙࣅࢵࢢࢧࢺࡢ㥔㌴ሙ
3 㐌㛫ᙅ࡛ఫᏯࢆᘓタࡋ࡚ࡑࡢᛶ⬟ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ
 ࢸ࣮࣐ࡣࠕ2030 ᖺࡢᐙࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓఫᏯࠋࠕ2030
ᖺࡢᐙࠖࡣࠊࢮ࣭࢚ࣟࢿࣝࢠ࣮ࠊࣛࣇࠊࢪ࠸࠺
㸱ࡘࡢࢥࣥࢭࣉࢺࢆ‶ࡓࡍࡇࡀ᮲௳࡛ࠊ᪩✄⏣Ꮫࢳ
࣮࣒ࡣࠕNobi-Nobi HOUSE 㹼㔜ࡡ╔ࡍࡿࡍࡲ࠸ࠖ࠸࠺
ఫᏯࢆᥦࡋࡓࠋᅗ 12 ᬒࠊᅗ 13 ᖹ㠃ᅗࠊᅗ 14 
ෆほࢆ♧ࡍࠋࡇࡢࠕNobi-Nobi HOUSEࠖࡣࠊ᭱᪂ࡢ┬࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ᢏ⾡ࢆࡗࡓ⏕άࣥࣇࣛࢆࣃࢵࢣ࣮ࢪࡋࡓ
ࠕタഛࢥࠖࠊࡑࡢ࿘ࡾࢆྲྀࡾᅖࡴࠕᒃఫࢰ࣮ࣥࠖࠊ༙ᒇ
እࢹࢵ࢟ࡢࠕNobi-Nobi ࢰ࣮ࣥࠖ࠸࠺㸱ᒙᵓ㐀ࡽᡂࡿࠋ
ࣘࢽ࣮ࢡ࡞ྡ๓ࡣࠊᬬ࠸᪥ࡣ⿇ࢆࡲࡃࡗ࡚ᐮ࠸᪥
ࡣࢥ࣮ࢺࢆ╔ࡿࡼ࠺ࠊఫࡲ࠸ࡶᏘ⠇ྜࢃࡏ࡚ࠗ㔜ࡡ
╔࠘ࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊఫࡴே┬࢚ࢿࡢᬽࡽࡋࢆࡢࡧࡢࡧ
ᴦࡋࢇ࡛ḧࡋ࠸ࠊ࠸࠺ᛮ࠸ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࢮ࣭࢚ࣟࢿࣝࢠ࣮ఫᏯᐇ⌧ࡢࡓࡵࠊࡉࡲࡊࡲ࡞┬࢚
ࢿ࣭࢚ࢿᡭἲࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ᩿⇕ຠᯝࡢ㧗࠸እ᩿⇕ࡸ┬
࢚ࢿᆺẼࢩࢫࢸ࣒ࡢ⏝ࠊ᪥ᑕࡸẼ࠸ࡗࡓ⮬↛࢚
ࢿࣝࢠ࣮ࡢά⏝࡞࡛ࠊ┬࢚ࢿఫᏯẚ㍑ࡋ࡚ࡶ 7 ࡲ࡛
࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࢆ๐ῶ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋṧࡾ 3 ࡢᾘ㈝࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ࡣࠊኴ㝧ගⓎ㟁࡞ࡢ࢚ࢿ࡛⿵࠺ࠋ༙ᒇእࢹࢵ࢟

－ 155 －
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ᅗ 13 ᖹ㠃ᅗ㸦3 ᒙᵓ㐀࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸧

ࡢࠕNobi-Nobi ࢰ࣮ࣥࠖࡼࡾࡣ ᐊࡋ࡚⇕ࢆ࠼ࠊ
ኟࡣ⦕ഃࡋ࡚㢼ࢆ㏻ࡍ࡞ࠊᆅᇦ࣭Ꮨ⠇ྜࢃࡏࡓά
⏝ἲࢆᥦࡋࡓࠋHEMS㸦ఫᏯ⏝࢚ࢿࣝࢠ࣮⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒㸧
ࡸ⎔ቃࡢぢࡏࡿࡼࡗ࡚ࡶࠊ⮬ືⓗࡲࡓࡣఫࡴேࡀព
㆑ࡋ࡚⎔ቃࢆ㐺ษㄪ⠇࡛ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵࡋࡓࠋࠕࢪࠖ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑗ᮶ࡢලయⓗ࡞ᒎ㛤ࡶ♧ࡋࡓࠋࡋᬬ࠸ᮾ
༡ࢪᑐᛂࡋࡓᵝࠎ࡞ᥦࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᮾ༡
ࢪ࡛ࡣᑗ᮶ࠊపᒙࡢࢱ࢘ࣥࣁ࢘ࢫᆺఫᏯࡀቑ࠼ࡿண
ࡉࢀࡿࠋᥦࡋࡓ Nobi-Nobi HOUSE ࡛࠶ࢀࡤࢱ࢘ࣥࣁ
࢘ࢫࢆᐜ᫆సࢀࡿࠋබ㛤ᚋ 1 㐌㛫࡛ゎయࡉࢀࡓࡀࠊ᪩✄
⏣Ꮫࢳ࣮࣒࡛ࡣ᪫ᡂ࣮࣒࣍ࢬ⥲ྜ◊✲ᡤ⛣⠏ࡋ࡚
᪂ࡋ࠸ᥦࡸᖺ㛫ᛶ⬟ࢆࡉࡽ☜ㄆࡍࡿ◊✲㛤Ⓨࢆ⏘Ꮫ
༠ྠ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
6. ᚋࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮㟂⤥
 2020 ᖺࡲ࡛᪂⠏ఫᏯ࣭ᘓ⠏≀ࡘ࠸࡚ࡣẁ㝵ⓗ┬
࢚ࢿᇶ‽㐺ྜ⩏ົࡀ⾜ࢃࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋእ⓶ᛶ⬟ࢆ
ྥୖࡉࡏࢀࡤࠊఫᏯࡢࡳ࡞ࡽࡎ࢜ࣇࢫ࡞ࡢᴗົࣅࣝ
࠾࠸࡚ࡶᐊෆ⎔ቃࡢ㉁ࡣྥୖࡍࡿࠋ୍ḟ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ
㈝㔞࡛ホ౯ࡉࢀࡿࡇࡣ㠀ᖖ㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊᐊෆ⎔ቃ
ࢆ⪃࠼ࡿእ⓶㛵ࡋ࡚ࡣࡉࡽ࡞ࡿᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᛶ⬟ࡢప࠸᪤Ꮡᘓ⠏≀ࡢᨵಟࡶồࡵ
ࡽࢀࡿࠋ᪤Ꮡᘓ⠏ࡢ┬࢚ࢿ㛵ࡋ࡚ࡁࡵ⣽ࡸ࡞ᑐᛂ
ࢆ⾜࠺ࡣࠊᐇ㝿ࡢᘓ⠏≀࡛ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࢹ࣮ࢱࢆ
✚ࡋ࡚ࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡍࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡿࠋࡋ
ࡋࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺ᴗ㈝༨ࡵࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢥࢫࢺ
ࡣ⏘ᴗ㒊㛛ẚ㍑ࡍࡿᚲࡎࡋࡶࡁࡃ࡞࠸ࠋᴗົ㒊㛛
ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ࡛ࡣ༢┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ▱ⓗ⏕⏘ᛶࡸᛌ㐺ᛶ࣭ᗣᛶࡢྥୖࡶྵࡵ࡚
⪃࠼࡞ࡅࢀࡤᢞ㈨ຠᯝࡣⷧ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ┬࢚
ࢿࡣᡃ៏ࢆࡋ㐣ࡂࡿ࠸࠺ࡇࢆవࡾࡶᙉ࠸࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࢀࡣࡁ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋඛ㐍ⓗ࡞ᘓ≀࡛ࡣ▱ⓗ⏕⏘ᛶ
పୗࡉࡏࡎ 50㸣┬࢚ࢿࡄࡽ࠸ࡣᐇࡣ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛␗࡞ࡿ㈼࠸┬࢚ࢿࢆ⾜࠺ࡇࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣᐊෆ⎔ቃ㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ࡞ࡃࡏ࡞
࠸ࠋࡲࡓࠊᑗ᮶ⓗࡣ༢⣧࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᾘ㈝ࡍࡿ࠸
࠺ࡇࢀࡲ࡛ࡢᙧࡽࠊ⏕࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ࠺ࡲࡃ⏝ࡍࡿ
ࡓࡵࢹ࣐ࣥࢻ࣭ࣞࢫ࣏ࣥࢫ࡞ࡶ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞
ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢ㝿ࡣᐊෆ⎔ቃࢆࡢࡼ࠺⥔ᣢࡍࡿ
ࡀษ࡞࣏ࣥࢺ࡞ࡿࠋ
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
1) ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᇶᮏィ⏬ࠊ2014 ᖺ 4 ᭶
11 ᪥බ⾲,
http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/
2) ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇ⥲ྜ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ㄪᰝ┬࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮࣭᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮ศ⛉┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᑠጤဨࠊ
http://www.meti.go.jp/committee/gizi_8/19.html
3) ᅜᅵ㏻┬♫㈨ᮏᩚഛᑂ㆟ᘓ⠏ศ⛉ᘓ⠏⎔ቃ㒊
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ࠊ
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s203_kenntikukannkyou.
html
࠙ᮏㄽᩥ㛵ࡍࡿ᪤Ⓨ⾲ࠚ
࣭ෆᾏ្ࠊᑞ㤿⪷⳯ࠊຍ⸨㥴ࠊཎ⏣ᑦౡࠊ⏣㎶᪂୍ࠊ㟈
⅏๓ᚋࡢ࢜ࣇࢫ࠾ࡅࡿᇳົ⪅ព㆑ᇳົ⎔ቃ ࡑ
ࡢ 1㸸60 ㄪᰝࡢẚ㍑ࠊ᪥ᮏᘓ⠏ᏛᏛ⾡ㅮ₇
᱾ᴫ㞟ࠊ pp.51-52ࠊ 2014
࣭⏣㎶᪂୍ࠊෆᾏ្ࠊᑞ㤿⪷⳯ࠊෆᾏ្ࠊᖹᒸ㞞ဢࠊᘯ
ᮏ┿୍ࠊ⳺⏣ⱥᬕࠊ᳃ຬྖࠊ㟈⅏๓ᚋࡢ࢜ࣇࢫ࠾
ࡅࡿᇳົ⪅ព㆑ᇳົ⎔ቃ ࡑࡢ 2㸸㟈⅏ᚋ 3 ᖺ㛫ࡢ⥅
⥆ㄪᰝࠊ᪥ᮏᘓ⠏ᏛᏛ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟ࠊpp.53-54ࠊ
2014
࣭ᒾᶫඃᏊࠊ⏣㎶᪂୍ࠊᑞ㤿⪷⳯ࠊすཎ┤ᯞࠊᖹᒸ㞞ဢࠊ
⳺⏣ⱥᬕࠊ⏣ῲ ㄔ୍ࠊ⠇㟁ᑐ⟇ࡀᛌ㐺ᛶ࣭▱ⓗ⏕⏘
ᛶ࣭┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᛶ࠼ࡿᙳ㡪 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ᚋࡢ
⠇㟁⎔ቃୗ࠾ࡅࡿ࢜ࣇࢫᐇែㄪᰝ㛵ࡍࡿ◊✲ࠊ
᪥ ᮏ ᘓ ⠏ Ꮫ  ⎔ ቃ ⣔ ㄽ ᩥ 㞟 ࠊ No.704 ࠊ pp.901-908 ࠊ
2014.10
࣭Shin-ichi Tanabe, Yuko Iwahashi, Sayana Tsushima, Naoe
Nishihara, Thermal comfort and productivity in oĸces under
mandatory electricity savings after the Great East Japan
earthquake Architectural Science Review iFirst, 2013, pp.1–
10
࣭Sayana Tsushima, Shin-ichi Tanabe, Kei Utsumi, Workers'
awareness and indoor environmental quality in electricitysaving offices, Building and Environment, 2014, pp.1-10,
2014.10
࣭⏣ῲㄔ୍ࠊᖹᒸ㞞ဢࠊ⳺⏣ⱥᬕࠊᒾᶫඃᏊࠊᑞ㤿⪷⳯ࠊ
⏣ ㎶ ᪂ ୍ ࠊ⠇ 㟁 ᑐ ⟇ࡀ 㟁ຊ ᾘ ㈝ 㔞 ๐ῶ   ࠼ࡿ ᙳ㡪
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ᚋࡢ⠇㟁⎔ቃୗ࠾ࡅࡿ࢜ࣇࢫᐇែㄪ
ᰝ㛵ࡍࡿ◊✲ࠊ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ⎔ቃ⣔ㄽᩥ㞟ࠊNo.692ࠊ
pp.793-798ࠊ2013.10

* 1 ᪩✄⏣Ꮫ㐀⌮ᕤᏛ㒊ᘓ⠏Ꮫ⛉࣭ᩍᤵ࣭ᕤ༤
* 2 ᪩✄⏣ᏛᏛ㝔㐀⌮ᕤᏛ◊✲⛉ ༤ኈㄢ⛬࣭ಟኈ(ᕤᏛ)
* 3 ᪩✄⏣ᏛᏛ㝔㐀⌮ᕤᏛ◊✲⛉ ಟኈㄢ⛬
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* 1 Prof., Dept. of Architecture, Waseda University, Dr.Eng
* 2 Graduate student, Waseda University, M. Eng.
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ᘓ⠏ᵓ㐀ࡢᏳ☜ಖࡢࡓࡵ⪃࠼ࡿࡇ
ṇဨ

⪏㟈Ᏻᛶ
㠀ᵓ㐀㒊ᮦ

ᆅ㟈⿕ᐖ
ᑐヰ

ۑ㔠⟽

 1*

⪏㟈ᛶ⬟࣓ࢽ࣮ࣗ

ABSTRACT: A basic concept about safety in buildings to natural disaster is described in this paper. The various
natural loads of earthquakes, typhoons and snowfalls act on a building. An earthquake is most influence load to
safety of building structure. Because we cannot expect the scale of load and we cannot pay for the cost unlimitedly
to safety, it’s impossible to get complete safety. Absolute safety in a building does not exist, and the safety in a
building is relative and successive by the actual situation. The damage level which corresponds to each is regarded
as 2 stages of earthquake load by the Building Standard Low of Japan. As other approach, we can arrange a grade
of safety for earthquake and estimate a damage risk caused earthquake disasters based on event probability of an
earthquake and the degree of damage. Seismic performance menus of building are proposed by several associations
and are useful. There are several types of structure systems to resist against earthquake, which are called “rigid
structure”, “toughness structure͇ and ͆energy absorb structure͇. The safety of building structure depends on
acceleration and horizontal displacement of the structure which are ruled by the structural type. Detail design is
important for safety securement of the structure. Much damage of non-structural element became clear by recent
years' earthquakes. It's necessary to consider safety of non-structural elements and finish materials as well as
safety of structural members to secure safety in a building. People need to know adequate information about
seismic resistant design to get relief . It is important that a client discuss with a structural engineer and understand
safety of the building.
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࠸ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠋᆅ㟈ࡼࡗ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞⌧㇟ࡀ㉳ࡇࡾ㸪 ࢇྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᆅ㟈ࡸⅆᒣάື࡞ࡣ࿘ᮇᛶࢆᣢࡗ
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For safety ensuring of the building structure

ࡢ⢭ᗘࡣᴟࡵ࡚ᝏࡃ㸪ᐇ㉁

⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᕧ⅏ᐖ࡞ࡿ㢖ᗘ

KANEBAKO Yoshiharu
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࡚࠸ࡿࠕไᵓ㐀ࠖࡸ㸪ච㟈ᒙࢯ࣮ࣞࢱࡸࢲࣥࣃ
࣮ࢆ㓄⨨ࡋ㸪㛗࿘ᮇ࢚ࢿࣝࢠ࣮྾ࡼࡾୖ㒊ᵓ㐀

㸲㸬⪏㟈ᛶ⬟ࡢࢢ࣮ࣞࢻ
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺Ᏻࡢᗘྜ࠸ࡣ㐃⥆ⓗ࡛࠶ࡿࡇࡽ㸪

ࡢረᛶࢆ㜵ࡄࠕච㟈ᵓ㐀ࠖࡀ࠶ࡾ㸪࠸ࡎࢀࡶᆅ㟈ࡢ

⪏㟈ᛶ⬟┠ᶆࢆ୍ᚊࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃᆅ㟈ࡢⓎ⏕㢖ᗘ

ᣲືࡣ᫂ᛌ࡛࠶ࡿࠋ

ᘓ≀ࡢ⿕ᐖ≧ἣࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡼࡗ࡚ᘓ≀ࡢ⪏㟈ᛶ⬟ࢆ

యᵓ㐀ࡢ⪏㟈ᛶ⬟ࡣᵓ㐀ィ⟬ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡿࡀ㸪

Ỵࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢᡭἲࡣࠕᛶ⬟タィࠖ

ᵓ㐀✀ูࡢ㐪࠸ࡼࡗ࡚ᵓ㐀ィ⟬ୖ࡛ࡢᏳࡣྠࡌ࡛࠶

ࡤࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᑓ㛛ᐙࡀᘓ⠏ࡢせồᛶ⬟ࡸ

ࡗ࡚ࡶᐇ㉁ୖࡢᏳᛶࡀ␗࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤఫᏯ

᮲௳ࢆᢕᥱࡋ㸪ຓゝࢆ⾜࠸ᘓ⠏ࡢ༠㆟ᇶ࡙ࡁᏳ

ࢆྲྀࡗ࡚ࡳࡿ㸪㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺቨᘧᵓ㐀ࡢఫᏯ

ᛶ⬟ࡢࢢ࣮ࣞࢻࢆỴࡵࡿࡇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࢆලయⓗ

㕲㦵㐀࣮࣓ࣛࣥᵓ㐀ࡢఫᏯ㸪ࡘࡲࡾᆺⓗ࡞ᙉᗘᆺ

⾲⌧ࡋࡓࡶࡢࡋ࡚㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞⪏㟈ᛶ⬟࣓ࢽ࣮ࣗࡀᥦ

㠌ᛶᆺࡢᘓ≀ࢆẚࡿ㸪ࡑࢀࡒࢀᇶ‽ἲࡋࡓࡀࡗࡓ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿ

⪏㟈タィࢆ⾜ࡗ࡚ྠ➼࡞Ᏻࢆ᭷ࡍࡿࡉࢀࡓࡶࡢࡀᮏ

ᕤᏛ㔞⨨ࡁ࠼ࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡿ㸦ᅗ 3㸧
ࠋ

3) 㸪 4) 㸪 5)

ࠋᛶ⬟ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡣ┠ᶆ್ࢆ

ᙜྠࡌ⪏㟈ᛶ⬟ゝ࠼ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋࡈࡃᕼ࡞ᆅ㟈

ᅗ 4 ࡣ㸦୍♫㸧᪥ᮏᘓ⠏ᵓ㐀ᢏ⾡⪅༠ࡀᥦࡋ࡚࠸

ಽቯࡋ࡞࠸࠸࠺ࢡࣛࢸࣜࢆ‶ࡓࡍࡇ࠾࠸࡚

ࡿᛶ⬟࣓ࢽ࣮࡛ࣗ࠶ࡾ㸪ᶓ㍈ᆅ㟈እຊࡢⓎ⏕㢖ᗘ

ࡣྠࡌࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪ᆅ㟈ࡢኚᙧ㸪㠀ᵓ㐀㒊ᮦࡢᦆ

ࡁࡉࢆ⦪㍈⿕ᐖ⛬ᗘࢆ♧ࡋ㸪ᇶ‽⣭㸪ୖ⣭㸪≉⣭࡞

യ㸪ಟࡢᗘྜ࠸࡞ࢆ⪃࠼ࡿ㸪㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞

ࡢࢢ࣮ࣞࢻࡼࡗ࡚ࡑࡢ㛵ಀࡀኚࢃࡾ࠺ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚

࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ

࠸ࡿࠋࡇࡢᅗ࡛ࡣᆅ㟈ࡢⓎ⏕㢖ᗘࡁࡉࡢ㛵ಀࡘ࠸

ࡲࡓ㸪Ᏻᛶࡣᵓ㐀ィ⟬ࡔࡅ࡛⾲⌧ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ

࡚ࡣᮾிࢆࡗ࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏ᮶ࡣᆅᇦࡸᆅ┙

࡞ࡃ㸪ᛶ⬟ࢆⓎࡍࡿࡓࡵࡢࢹࢸ࣮ࣝࡢタィࡸᕤࡶ

ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᇶ‽⣭ࡢୗ㝈ࡀᘓ⠏ᇶ‽ἲ

ྍḞ࡛࠶ࡿࠋJSCA㸦᪥ᮏᘓ⠏ᵓ㐀ᢏ⾡⪅༠㸧࡛ࡣᮾ

࡛つᐃࡋ࡚࠸ࡿ᭱పࣞ࣋ࣝࡢᛶ⬟⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪

᪥ᮏ㟈⅏ࡢ⿕ᐖࡢศᯒࢆ⾜࠸㸪ᘓ≀ࡢᏳᛶࢆ㧗ࡵࡿ

࠸ࢃࡺࡿ͆⛥࡞ᆅ㟈͇࠾࠸࡚ࡢᦆയ㜵Ṇ͆ࡁࢃࡵ࡚

ࡓࡵࡣᒁᡤⓗ࡞ᵓ㐀ࡸࢹࢸ࣮ࣝࡢ㓄៖ࡀ㔜せ࡞ࡇ

⛥࡞ᆅ㟈͇࠾࠸࡚ࡢᏳ☜ಖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣞࢻ

ࢆᥦゝࡋࡓ ࠋ௨ୗせⅬࢆ♧ࡍࠋ

ࢆ㧗ࡵࡿࡇࡣྠࡌࡁࡉࡢᆅ㟈ᑐࡋ࡚⿕ᐖ≧ἣࢆῶ

ձ ᘓ≀ྛ㒊ࡢኚᙧࢆព㆑ࡋࡓタィࢆࡍࡿ

ࡽࡍࡇ࡛࠶ࡿࠋ⿕ᐖࡢࡁࡉࡣ͆㍍ᚤ࡞⿕ᐖ͇㸪͆ᑠ◚͇㸪

࣭ᮏయᵓ㐀ྲྀࡾࡃᒓ㒊㸦㌴㊰ࢫ࣮ࣟࣉ࡞㸧ࡣኚ

͆୰◚͇࠸ࡗࡓ⾲⌧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢゝⴥࡢព

ᙧᕪࢆ⪃៖ࡋࡓタィࢆࡍࡿ

ࡍࡿࡇࢁࢆ୍⯡ேࡓࡕඹ㏻ㄆ㆑ࢆᣢࡘࡇࡀᚲせ

࣭つᶍ࡞ RC 㐀ࡢᘓ≀࡛ᒇ᰿ࡀ S 㐀ࡢሙྜࡣ㸪ᒇ᰿ࢆ

࡛࠶ࡿࠋᛶ⬟ࢢ࣮ࣞࢻ࡛ᐃࡋ࡚࠸ࡿ⿕ᐖࡣᐃ࡛ࡁࡿ

ᨭ࠼ࡿ RC ᰕࡀࡑࢀࡒࢀಶูືࡋࡼ࠺ࡍࡿ⌧㇟ࡀ࠶

᭱㝈ࡢ⿕ᐖࡋ࡚ࡢ⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡾ㸪ᚲࡎᐃࡋࡓ⿕

ࡾ㸪᥋ྜ㒊స⏝ࡍࡿຊࢆホ౯ࡍࡿ

ᐖࡀ⏕ࡌࡿࡼ࠺࡞タィࢆࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

2)

࣭S 㐀ᰕࡢ㟢ฟᰕ⬮࡛ࡣ㸪࣮࣋ࢫࣉ࣮ࣞࢺࡀࢫࣛࣈୗタ

ᛶ⬟ࡢࢢ࣮ࣞࢻࢆ㧗ࡵࡿูࡢࡸࡾ᪉ࡋ࡚㸪ᆅ㟈እຊ

⨨ࡉࢀࡿࡇࡀ࠶ࡾ㸪࣮ࣥ࢝࣎ࣝࢺࡢఙࡧ࡛࣮࣋ࢫࣉ

ࢆࡾቑࡋ࡚タィࡍࡿ᪉ἲࡀ࠶ࡾ㸪ఫᏯࡢရ㉁☜ಖࡢಁ

࣮ࣞࢺࡀᾋࡁୖࡿࡇࡼࡿᗋࢫࣛࣈࡢ◚ቯࢆ㜵ࡄ

㐍➼㛵ࡍࡿἲᚊࡼࡿᛶ⬟⾲♧ไᗘ࡛⏝ࡉࢀࡓࡾ㸪

ղ ືࡢቑᖜࡢ⪃៖
࣭యᵓ㐀ࡢ㡬㒊ྲྀࡾ࠸࡚࠸ࡿ✺ฟ≀㸦ሪᒇࡸ↮✺
࡞㸧ࡣືࡀቑᖜࡍࡿࡓࡵ㸪ᐇ≧࠶ࡗࡓᆅ㟈ຊࢆ
ᐃࡍࡿ
࣭S 㐀ࡢࡁ࡞ᖹ㠃ࢆ᭷ࡍࡿᘓ⠏࡛ጔ㠃ࣈ࣮ࣞࢫ࡞ࡢ
๛ᛶࡢ㧗࠸ᵓ㠃ࡀ࠶ࡾ㸪ᒇ᰿㠃ࡢ๛ᛶࡀ㊊ࡍࡿሙྜ
ࡣ㸪ືࡢቑᖜࢆ⪃៖ࡋ࡚Ỉᖹࣈ࣮ࣞࢫࡢタィࢆ⾜࠺
ճ ᵓ㐀ࢹࢸ࣮ࣝࡢ㓄៖
࣭㕲㦵ᰕ࡞ࡢ࣮࣋ࢫࣉ࣮ࣞࢺୗ㒊ࡢሸࣔࣝࢱࣝࡢ
ഛࡀ⿕ᐖࢆᣍࡃࡇ␃ពࡍࡿ
࣭ᵓ㐀ࢫࣜࢵࢺ㒊ࡣࢱࣝ㈞ࡾ࡞ୖࡆᮦࡶ㏣ᚑᛶࡢ
࠶ࡿ⣡ࡲࡾࡍࡿ
࣭࢚࢟ࢫࣃࣥࢩࣙࣥࢪࣙࣥࢺࡢ࣮࣮ࣟࣛᨭᢎࡣ㐺ษ࡞

－ 161 －

ᅗ㸱 ⪏㟈ᛶ⬟࣓ࢽ࣮ࣗᕤᏛ㔞ࡢ㛵ಀ 4)

㔜せᗘಀᩘࡋ࡚⪃៖ࡉࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ┤᥋ⓗᛶ⬟

ࠕᆅ㟈 PML㸦Probable Maximum Loss㸧ࠖࡀ࠶ࡿࠋ㏻ᖖࡣ

ࢆ࣓࣮ࢪࡋࡓタィ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪┦ᑐⓗ࡞ࢢ࣮ࣞࢻࡢ㐪

50 Ⓨ⏕㉸㐣☜⋡ 10㸣ࡢᆅ㟈ືࡋ࡚⌧ᮇ㛫 475 ᖺ┦ᙜ

࠸ࢆ⾲⌧ࡋࡓタィࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᅗࡢ୰࡛➼⣭㸯㸪

ࡢᆅ㟈ືࡀ᥇⏝ࡉࢀ㸪ᘓ≀౯᱁ᑐࡋ࡚ࡢᦆኻ㔠㢠ࡢ

➼⣭ 2㸪➼⣭ 3 ࡋ࡚⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ྜࡀ♧ࡉࢀࡿࠋ

ᛶ⬟タィࡣᐃࡍࡿᆅ㟈ືᑐࡋ࡚ᘓ≀ࡢ⿕ᐖࡢ≧ἣ

ಟࢥࢫࢺࡀᢕᥱ࡛ࡁࡿࡍࡿ㸪ࢽࢩࣕࣝࢥࢫࢺ

ࢆỴࡵࡿࡇ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡉࡽ㐍ࡵࡓᡭἲࡋ࡚㸪ࡼࡾ

ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡼࡾࢺ࣮ࢱࣝࢥࢫࢺ࡛ホ౯ࡍࡿࡇࡀ

ලయⓗᐃࡉࢀࡿᆅ㟈⿕ᐖࢆ㔠㢠⟬ࡋ࡚♧ࡍࡇ

࡛ࡁࡿࠋᅗ 6 ࡣᘓ≀⪏ຊࢺ࣮ࢱࣝࢥࢫࢺࡢ㛵ಀࢆ♧ࡋ

ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㟈※ࡸᩜᆅࡢ≉ᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚㉳ࡇࡾ࠺

ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪⪏ຊࢆࡁࡃࡍࡿࢽࢩࣕࣝࢥࢫࢺࡣ

ࡿᆅ㟈ືࡢࡁࡉ㸦㏻ᖖࡣᆅ⾲㠃᭱ຍ㏿ᗘ㸧ࢆ☜⋡ⓗ

ቑ࠼ࡿࡀ୍᪉࡛ಟࢥࢫࢺࡣపୗࡍࡿࠋࡇࡢ⪃࠼᪉ࡼ

ホ౯ࡋ㸪୍᪉࡛ᘓ≀ሗࡽᆅ㟈ືࡢࡁࡉᑐᛂࡋ

ࡿࢺ࣮ࢱࣝࢥࢫࢺࡀ᭱ᑠ࡞ࡿ⪏㟈ᛶ⬟ࣞ࣋ࣝࡀ࠶ࡿ

࡚ᦆኻ㢠ࢆホ౯ࡋ㸪ࡇࢀࡽࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᦆኻࣜࢫࢡࡀ

ࡇ࡞ࡿࠋ

☜⋡ⓗホ౯࡛ࡁࡿࡇ࡞ࡿ㸦ᅗ 5㸧ࠋᅗ୰ࡣ 2 ࡘࡢ

ࣜࢫࢡࢆࢥࢫࢺ࡛ホ౯ࡍࡿᡭἲࡣุ᩿ᇶ‽ࡀᩘ್࡛⾲

ᘓ≀ࡢ⟬ฟࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᡭἲࡀලయⓗ᥇⏝ࡉ

ࡉࢀࡿࡓࡵṑษࢀࡀࡼ࠸ࡀ㸪ண

ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡋ࡚㸪ᆅ㟈ண᭱ᦆኻ⋡ࡍ࡞ࢃࡕ

࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋධຊഃࡢホ౯ࡋ࡚ࡣ㸪㟈※ࢆᐃ

ࡢ⢭ᗘࡘ࠸࡚ㄆ㆑ࡋ

ᅗ 4 ⪏㟈ᛶ⬟࣓ࢽ࣮ࣗࡢ୍ 3)

ᖺ
㉸
㐣
☜
⋡

ᘓ≀ A
ᘓ≀ A
⌧ᮇ㛫
475 ᖺ┦ᙜ
ᘓ≀ B

ᦆኻ⋡

ᅗ 6 ᘓ≀⪏ຊࢆ㈝⏝ࡢ㛵ಀ 6)

ᅗ 5 ᆅ㟈 PML ࡢᴫᛕᅗ

－ 162 －

ࡋ㸪ᆅ┙ࡢ≉ᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚ᘓ≀ᐇ㝿⏕ࡌࡿᆅ㟈ຊࢆ

࡞ࡾ㸪୍᪉࡛ᛂ⟅ຍ㏿ᗘࡀࡁࡃ࡞ࡿࠋ㠌ᛶᆺࡣࡑࡢ

ᐃࡍࡿ᪉ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡀ㸪㟈※ࡸఏᦙ⤒㊰ࡣ࠶ࡿ௬

㏫࡛ᛂ⟅ຍ㏿ᗘࡣⱝᖸῶࡿࡀỈᖹኚᙧࡀࡁ࠸ࡇ࡞

ᐃ࡛ࡘࡃࡽࢀࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢᩘᏐࢆኚ࠼ࡿᆅ㟈ືࡣࡁ

ࡿࠋຍ㏿ᗘࡢᑠࡣᐙලࡢ㌿ಽ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ㸪Ỉ

ࡃኚࢃࡋ㸪ᕧᆅ㟈ࡢ☜⋡ⓗ࡞ホ౯ࡢ⢭ᗘࡣ㝈⏺ࡀ࠶

ᖹኚᙧࡢᑠࡣୖࡆᮦࡢᦆയᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ㸪యᵓ

ࡿࠋᩜᆅ࡛ࡢᆅ㟈ືࡀண

㐀ࡢ㑅ᢥ㠀ᵓ㐀㒊ᮦࡢ⪏㟈Ᏻᛶ☜ಖࡢ᮲௳ࡀ㛵㐃ࡋ

࡛ࡁࡓࡋ࡚ࡶᆅ┙ᘓ≀ࡢ

┦ࡢ㛵ಀࡼࡾᘓ≀ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿᆅ㟈ືࡢࡁࡉࡣ
␗࡞ࡿࠋ௨ୖࡢཎᅉࡼࡿࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡿࠋ
ᘓ≀ഃ࡛ࡣ㸪ᆅ㟈ືᑐࡋ࡚ࡢᵓ㐀≀ࡢᦆയࡢண

࡚࠸ࡿࠋ
㠀ᵓ㐀㒊ᮦࡢᏳᛶ☜ಖ㛵ࡋ࡚ࡣᢏ⾡ⓗゎỴࡋ࡞

ࡢ

ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࡶከ࠸ࡀ㸪ㄡࡀఱࢆ⾜࠺ࡢࡀᚑ᮶

⢭ᗘࡣᵓ㐀≀ࡢ✀㢮ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋᘓ≀ࡢᦆയ⟠

ࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞ࡃ㸪タィࡸᕤࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࡶᨵၿ

ᡤࢆពᅗⓗไᚚࡋࡓච㟈ᵓ㐀ࡸไᵓ㐀㸪࠶ࡿ࠸ࡣ

ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㠀ᵓ㐀㒊ᮦࡢᏳ☜ಖࡣᵓ㐀タィ⪅ࡢດ

้Ṕゎᯒࢆ⾜࠺㉸㧗ᒙᘓ⠏࡞࡛ࡣண

ࡢ⢭ᗘࡀ㧗࠸ࡀ㸪 ຊࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ពタィ⪅㸪タഛタィ⪅㸪ᕤ㛵ಀ⪅

୍⯡ࡢ⪏㟈ᵓ㐀࡛ࡣᛂ⟅ຍ㏿ᗘࡸᛂ⟅ኚᙧࢆ᫂☜ᚓࡽ

࡞ከࡃࡢ㛵ಀ⪅ࡢ༠ຊࡼࡗ࡚㐩ᡂࡉࢀࡿࠋJSCA ࡛ࡣ

ࢀ࡞࠸ࡓࡵᵓ㐀≀ࡢᣲືࡢண

㠀ᵓ㐀㒊ᮦࡢᏳᛶ☜ಖ㝿ࡋ࡚ᚲせ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ

⢭ᗘࡣపୗࡍࡿࠋ

࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶᘓ≀ࡢᣲືࢆ⿕ᐖ㢠ࡢ㛵ಀࡣ⤫ィⓗ

ࡋ࡚ୗグࡢࡼ࠺࡞ᥦゝࢆ⾜ࡗࡓ 7) ࠋ

Ỵࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ಶูࡢᘓ≀ࢆ⪃࠼ࡓ㝿ࡣࡤ

ձ ᵓ㐀タィ⪅ࡢᙺ

ࡽࡘࡁࡀ⏕ࡌࡿࠋࣜࢫࢡࡀᩘ್ࡉࢀ࡚♧ࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿ

࣭PC ∧ࡸ ALC ∧࡞ࡢ㠀ᵓ㐀㒊ᮦࡢᨭᣢ㒊ᮦࡸつᶍ

ࡀ┦ᑐⓗ࡞ホ౯್ࡽ࠼ࡿࡁᛮ࠺ࠋ

ኳࡢᨭᣢ㒊ᮦ㸪≉Ṧ࡞እࡢタィࢆ⾜࠺
࣭㠀ᵓ㐀㒊ᮦࡢタィ㝿ࡋ࡚ࡢタィእຊࡸᘓ≀ᵓ㐀యࡢ

㸳㸬ᘓ⠏య࡛⪃࠼ࡿᏳᛶ
ᚑ᮶ࡣᘓ⠏ࡢᏳࡣᵓ㐀యࡢࡳࡀὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ

ኚᙧࡢሗ㸪ࡲࡓ㠀ᵓ㐀㒊ᮦࡢྲྀࡅ᪉ἲ㛵ࡋ࡚ࡢຓ

ࡀከࡗࡓࡀ㸪㏆ᖺࡢᆅ㟈⿕ᐖࡢᩍカࡋ࡚యᵓ㐀ࡔ

ղ ពタィ⪅ࡢᙺ

ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㠀ᵓ㐀㒊ᮦ㸪ࡉࡽࡣୖࡆᮦ㸪ᐙලࡲ࡛ᘓ

୍࣭⯡ⓗ࡞㠀ᵓ㐀㒊ᮦࡢタィྲྀࡅ᪉ἲࡢỴᐃࡣ㸪ព

≀యࡋ࡚ࡢᏳࢆ⪃࠼ࡿࡇࡢᚲせᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚

タィ⪅ᕤ⪅ࡀ⾜࠺

ゝࢆពタィ⪅࣭タഛタィ⪅ࡸᕤ⪅⾜࠺

ࡁࡓࠋᆅ㟈ࡢேⓗ࡞⿕ᐖࡣḟ㒊ᮦࡢᦆയࡸᐙලࡢ㌿

ճ タィᅗ᭩ࡢసᡂ

ಽ࡞ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿࡇࡶከࡃ㸪ᘓ≀ഃ࡛ࡢ

࣭ᕤẁ㝵࡛᭱⤊Ỵᐃࡉࢀࡿࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣ㸪⪏㟈ᛶ⬟

㓄៖௨እࡶᐙලࡸொჾࡢ㌿ಽ㜵Ṇࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾᐇ

ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᵝࢆタィᅗ᭩᫂グࡍࡿ

㉁ⓗ࡞Ᏻࡢ☜ಖࡀ࡛ࡁࡿࠋ

մ ᕤẁ㝵࡛㓄៖ࡍࡁࡇ

యᵓ㐀㠀ᵓ㐀㒊ᮦ㸪ୖࡆᮦࡢᏳᛶࡣ㛵㐃ࡀ
῝࠸ࠋᙉᗘᆺࡢᘓ≀ࡣᆅ㟈ࡢኚᙧࡀᑡ࡞࠸ࡇࡀ㛗ᡤ

࣭㠀ᵓ㐀㒊ᮦࡢ᭱⤊Ỵᐃ㝿ࡋ࡚ࡣ㸪ᵓ㐀ⓗ࡞ุ᩿ࡀ࡛
ࡁࡿ⪅ࡀᕤᅗࡸᕤࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺

ᅗ 7 ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ⾲⣬

ᅗ 8 ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢෆᐜࡢ୍㒊
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㸴㸬ᑐヰࡀ⏕ࡳฟࡍᏳ࣭Ᏻᚰ
Ᏻࡣ┦ᑐⓗ࡛࠶ࡾ࡞Ᏻࢆᚓࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸
ࡀ㸪ࣜࢫࢡࢆ▱ࡿࡇ࡛Ᏻᚰࢆᚓࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪
ࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣࢡࣛࣥࢺᑓ㛛ᐙࡢᑐヰࡀ
ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ♫⛉Ꮫ⪅ࡢ୰㇂ෆ୍ஓࡣ㸪ࠕᏳࠋ࡛ࡶ
Ᏻᚰ࡛ࡁ࡞࠸࣭࣭࣭ࠖ࠸࠺ᮏ࠾࠸࡚㸪ࠕᏳࡀపୗࡋ
ࡓ≧ែࡣᏳࢆᣍࡃࡀ㸪ᏳࡣᚲࡎࡋࡶᏳᚰࢆࡶࡓࡽࡍ

✀㢮ࡼࡗ࡚ᐇ㉁ⓗࡣ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ
࣭⪏㟈ᛶ⬟ࡣࢢ࣮ࣞࢻࡀ࠶ࡾ㸪ᛶ⬟タィࡢ⪃࠼᪉ࡀᚲ
せ࡞ࡿ
࣭ᘓ≀ࡢᏳࡣయᵓ㐀ࡽ㠀ᵓ㐀㒊ᮦ࣭ୖࡆᮦࡲ࡛
య࡛⪃࠼ࡿࡁ࡛࠶ࡿ
࣭Ᏻ㸪Ᏻᚰࡣࢡࣛࣥࢺᑓ㛛ᐙࡢᑐヰࡼࡗ࡚
ᐇ⌧ࡉࢀࡿ

8)

ࡣゝ࠼࡞࠸ࠖ᭩࠸࡚࠸ࡿ ࠋ㧗࠸Ᏻᗘࢆồࡵ࡚࠸ࡃ
ேࡓࡕࡣ㸪Ᏻࡢෆᐜࡀࡔࢇࡔࢇࢃࡗ࡚ࡃࡿ㸪ࢃࡎ

ཧ⪃ᩥ⊩

࡞☜⋡࡛࠶ࡗ࡚ࡶ⎍࡞Ᏻࡀ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀࢃ

1) 㔠⟽

ࡿ㸪࠼ࡗ࡚Ᏻᚰࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࡑ࠺࠸࠺ሗ

2) ᘓ⠏ᵓ㐀యࡢ⿕ᐖ≧ἣࡢศᯒ⪏㟈Ᏻᛶ☜ಖ㛵ࡍ

㸸ᵓ㐀ィ⏬ࡢཎ⌮ᐇ㊶㸪ᘓ⠏ᢏ⾡㸪2010

㕌ឤ࡞ேࡢ࠺ࡀᏳᚰ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ

ࡿㄢ㢟ࡢᩚ⌮ᥦゝ㸪2012

࡞ࡀࡽ㸪Ᏻᚰࢆᚓࡿࡓࡵࡣᚲせ࡞ሗࢆᚓ㸪ࡑࡢୖ࡛

http://www.jsca.or.jp/jscabbs2/InfoBbsDispC.php?Group=7

ᑓ㛛ᐙࢆಙ㢗ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

&Category=1&Bbs=2&Item=26

ᖹᡂ 17 ᖺࡢ⪏㟈ᙉᗘഇ௳ࢆዎᶵᵓ㐀タィ⪅ࡢᏑ

3) JSCA ࣓ࢽ࣮ࣗ㸦ゎㄝ∧㸧㸪᪥ᮏᘓ⠏ᵓ㐀ᢏ⾡⪅༠㸪

ᅾࡀ♫ࡼࡃ▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡀ㸪ᵓ㐀タィ⪅
ࢡࣛࣥࢺࡀᵓ㐀ࡢᛶ⬟ࡸᵓ㐀タィࡢෆᐜࡘ࠸࡚ㄒ

2007
4) Ᏻᚰ࡛ࡁࡿᘓ≀ࢆࡘࡃࡿࡓࡵ㸦ゎㄝ⦅㸧㸪᪥ᮏᘓ⠏

ࡾ࠶࠺ሙ㠃ࡀ༑ศ⏕ࡲࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᖹᡂ 23 ᖺࡢ
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡣ୍⯡ࡢேࡓࡕࡀᘓ≀ࡢᏳࢆ⪃࠼ࡿᶵ

ᵓ㐀ᢏ⾡⪅༠㸪2013
5) ᆅ㟈ࣜࢫࢡホ౯ࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪᪥ᮏᘓ

࡞ࡾ㸪ᐃࡉࢀࡿᆅ㟈ࡣࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ㸪ࡑࡢ㝿
ࡢࡼ࠺࡞⿕ᐖࡀ⏕ࡌࡿࡢ㸪ࡲࡓࡑࢀࡀ⮴ⓗ࡞ࡶ

⠏Ꮫ㸪2011
6) ⚄⏣㡰㸪ὸ㔝⨾ḟ㸸タィ⏝ᆅ㟈Ⲵ㔜ᘓタ㈝ࡢ┦㛵㸪

ࡢ࡞ࡢ㸪⥅⥆ࡋ࡚ᘓ≀ࢆ⏝࡛ࡁࡿࡢ࡞࠸ࡗࡓ
ࡇࡘ࠸࡚ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗࡓゝ࠼ࡿࠋᘓ⠏ࡢᏳ࣭

structure㸪No.58㸪1996.4
7) 㠀ᵓ㐀㒊ᮦࡢᏳᛶ☜ಖྥࡅ࡚ JSCA ࡢᥦゝ㸪2014

Ᏻᚰࡣ㸪ἲᚊ㢗ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢡࣛࣥࢺィ⪅
ࡢᑐヰࡼࡾᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ⌮࡛࠶ࡿ 9) ࠋ

http://www.jsca.or.jp/vol5/p1_5.php
8) ୰㇂ෆ୍ஓ㸸Ᏻࠋ࡛ࡶࠊᏳᚰ࡛ࡁ࡞࠸㺃㺃㺃㸪ࡕࡃࡲ

JSCA ࡛ࡣ㸪⪏㟈タィࡸᵓ㐀タィ㛵ࡋ࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪
Ᏻᚰ࡛ࡁࡿᘓ≀ࡢタィ⏕ࡍࡓࡵ㸪ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆస
ᡂࡋ࡚බ⾲ࡋࡓ

10)

᪂᭩ࠊ2008
9) 㔠⟽

ࠋࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢෆᐜࡣࠕ⪏㟈タィࡢ

⪃࠼᪉ࠖ㸪ࠕᵓ㐀タィ⪅ࡢᙺࠖ㸪ࠕᵓ㐀タィࡣࠖ㸪ࠕᛶ⬟

㸸ࢡࣛࣥࢺࡢᵓ㐀ᛶ⬟ࡢㄝ᫂㸸ᘓ⠏㞧

ㄅࠊ2006.2
10) ♫ྥࡅ࡚ࡢᵓ㐀タィࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸪2012

ࢢ࣮ࣞࢻࡘ࠸࡚ࠖ㸪ࠕዎ⣙࣭ಖ㝤࣭タィᩱࠖࡢ㸳ࡘࡢ㡯

http://www.jsca.or.jp/jscabbs2/InfoBbsDispC.php?Group=7

┠ࡽᡂࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᘓ⠏ࡗ࡚Ᏻ࡛Ᏻᚰ࡞ᘓ≀ࢆ

&Category=3&Bbs=1&Item=187

㐀ࡿࡓࡵࡢᇶᮏⓗ࡞㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡿ㸦ᅗ 7,8㸧
ࠋ
ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡣࢡࣛࣥࢺタィ⪅ࡢᑐヰࡢࢶ࣮ࣝ
ࡋ࡚సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢶ࣮ࣝࢆ⏝ࡋ
ࡓᑐヰࡼࡗ࡚ࡇࡑᏳ࣭Ᏻᚰࡀᚓࡽࢀࡿࠋ
㸵㸬࠾ࢃࡾ
⛉Ꮫᢏ⾡ࡀⓎ㐩ࡋ࡚ே㛫ࡢ⏕άࡣ㇏࡞ࡗࡓࡀ⮬↛
ࡢ⊛ጾࢆᑒࡌ㎸ࡵࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡋ㸪ᚋ
ࡶྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⮬↛ඹᏑࡋࡑࡢୖ࡛Ᏻᚰ࡛ࡁࡿ⎔
ቃࢆࡘࡃࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽ࡛ࡣᏳ࡛Ᏻ
ᚰ࡛ࡁࡿᘓ⠏㸪ᵓ㐀ࡣఱࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓࡀ㸪ࡇ
ࡇ࡛ᙇࡋࡓࡗࡓࡇࡣ௨ୗࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ
࣭⤯ᑐࡢᏳࡣ↓ࡃ㸪Ᏻࡢᗘྜ࠸ࡣ┦ᑐⓗ㸪㐃⥆ⓗ࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࣭Ᏻࡣᶵ⬟㸪ࢥࢫࢺ࡞ࡢࣂࣛࣥࢫ࡛Ỵࡲࡿࡇࡶ࠶
ࡾ㸪Ᏻࡅࡽࢀࡿࢥࢫࢺࡣ㝈ᐃࡉࢀࡿ
࣭ᏳᛶࡣᩘᏐࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀ㸪ᵓ㐀ࡢ
1*㔠⟽ᵓ㐀タィົᡤ㸭ᕤᏛ㝔Ꮫ㸪༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧

1* Kanebako Structural Engineers / Kogakuin University, Dr.Eng
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ᙉ࠸⎔ቃࢆసࡿᘓタ⏘ᴗࡢᙺ
๓㔝 ᩄඖ*
㐃⤖ไᵓ㐀
㉸㧗ᒙ RC ච㟈ᵓ㐀

ไ㟈ᨵಟ
ච㟈ࣞࢺࣟࣇࢵࢺ

వ⿱ᗘ᳨ウᆅ㟈ື

ABSTRACT: The major mission of the Japan Federation of Construction Contractors is the construction of safe
and reliable buildings in Japan, which is subjected to many natural disasters such as earthquakes, typhoons, etc. In
this report 5 examples of buildings designed and constructed by a federation member company and that incorporate
special technologies against earthquakes are introduced.
The first example introduces a dual frame system in which the external periphery structure and the internal
multilevel car park in a tower-like housing complex building are connected by vibration control devices. The
second example introduces a seismic retrofit carried out on a high-rise building constructed in a comparatively
early period, by installing a very large tuned mass damper (TMD) on the roof. The third example introduces the
design of the highest tallest building in Japan in which the seismic design was carried out using various seismic
motions that exceeded the levels prescribed by laws and regulations. The fourth example introduces a high-rise
office building in which effective space was provided with no columns with seismic safety provided by an RC
seismic isolation structure. The fifth example introduces a project in which seismic retrofit was carried out on a
ward office building that was designed to the old seismic criteria, while it continued to be used.

୍♫ ᪥ᮏᘓタᴗ㐃ྜࡢᴫせ
᪥ᮏᘓタᴗ㐃ྜ㸦␎⛠㸸᪥ᘓ㐃㸧ࡣࠊ᪥ᮏᘓタᴗᅋ
య㐃ྜࠊ᪥ᮏᅵᮌᕤᴗ༠࠾ࡼࡧᘓ⠏ᴗ༠ࡢ 3 ᅋయ
ࡀྜేࡋࡓ⤌⧊࡛ࠊ2011 ᖺタ❧ࡉࢀࡓࠋ

㛫⥅⥆ࡍࡿᆅ㟈ືᑐࡋ࡚ࠊᦂࢀࡢᖜࢆᑠࡉࡃࡍࡿ
┠ⓗࡋ࡚ࠊไ㟈ᨵಟࢆᐇࡋࡓࠋ
ไ㟈ᨵಟࡣ㉸ᆺࡢ TMD㸦Tuned Mass Damper㸸ື྾
ჾ㸧ࢆᒇୖタ⨨ࡍࡿࠋ㗽ࡣࠊᘓ≀࿘ᮇࡢኚື࡞ᑐ

ᘓタᴗಀࡿㅖไᗘࢆࡣࡌࡵᘓタ⏘ᴗ࠾ࡅࡿෆእ

ࡍࡿ㧗࠸ࣟࣂࢫࢺᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊᘓ≀ࡢ᭷ຠ㉁㔞ࡢ

6%ᙉ┦ᙜࡍࡿ㔜㔞࡛࠶ࡿࠋTMD 㝶ࡍࡿỈᖹࢲࣥࣃ
㛵ࡍࡿᢏ⾡ࡢ㐍Ṍ⤒Ⴀࡢᨵၿࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ ࣮ࡣ࠶ࡿ㏿ᗘ㐩ࡍࡿῶ⾶ಀᩘࡀᛴ⃭ୖ᪼ࡍࡿᶵ⬟
ࢃࡀᅜᘓタ⏘ᴗࡢ࡞Ⓨᒎࢆᅗࡾࠊࡶࡗ࡚ᅜẸ⏕ά
ࢆෆⶶࡍࡿ᪂㛤Ⓨࡢ࢜ࣝࢲࣥࣃ࣮࡛࠶ࡿࠋゎᯒⓗ࡞ヲ
ரࡿᇶᮏⓗ࡞ㅖㄢ㢟ࡢゎỴྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊᘓタᴗ

⏘ᴗάືࡢᇶ┙ࡢᐇᐤࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ ⣽࡞᳨ウࡶᐇᶵࡼࡿᐇᛶ⬟ᐇ㦂㸦ᅗ 3㸧ࢆ⾜࠸ࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊဨᴗࡀタィ࠾ࡼࡧᕤࡋࡓࠊᆅ㟈ᑐ
ᐃ㏻ࡾࡢᛶ⬟ࢆⓎࡍࡿࡇࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᆺ TMD ࡼࡿไ㟈ᨵಟࡣᇳົ✵㛫ࡢ═ᮃࡀ㜼ᐖࡉࢀ

ࡍࡿ≉ู࡞ᢏ⾡ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔᘓ≀ࡢᐇࢆ⤂ࡍࡿࠋ
㐃⤖ไᵓ㐀ࠕࢹ࣭ࣗࣝࣇ࣮࣒࣭ࣞࢩࢫࢸ࣒ࠖ
ࢹ࣭ࣗࣝࣇ࣮࣒࣭ࣞࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ㸯ࡘࡢᘓ≀ࢆ⊂❧

ࡿࡇ࡞ࡃࠊࢸࢼࣥࢺࡢᙳ㡪ࡀᖜ㍍ῶ࡛ࡁࡿᕤἲ
࠸࠼ࡿࠋ

ࡋࡓ 2 ࡘࡢᯫᵓ࡛ᵓᡂࡋ࡚ไ⨨࡛㐃⤖ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ
ᘓ⠏ィ⏬⼥ྜࡋࡘࡘ⪏㟈ᛶ⬟ࡢྥୖࢆ┠ⓗࡋࡓᵓ㐀
ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋ㸦ᅗ 1㸧
ࢱ࣮࣡ᆺ㞟ྜఫᏯ࡛ࡣࠊᘓ≀እ࿘ࡢ㛗࿘ᮇࡢᯫᵓ㐃
ᒙ⪏㟈ቨ࡛▷࿘ᮇࡢෆ㒊❧య㥔㌴ሙ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢᯫᵓ㛫ኚᙧࢆ⏝ࡋࡓไ⨨ࡀࠊࡁࡃ࢚ࢿࣝࢠ
࣮ࢆ྾ࡋࠊᖜᗈ࠸࿘ᮇᖏ࡛ኚᙧࢆపῶࡍࡿࠋᴟ⛥ᆅ㟈
ᑐࡍࡿᛂ⟅ゎᯒ࡛ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞ไᵓ㐀ẚ࡚ࠊᑡ
࡞࠸ไ⨨࡛⣙ 3 ಸࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᾘ㈝ࡋࠊయᯫᵓ
ࡢᦆയࢆᑠࡉࡃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㉸㧗ᒙົᡤࣅࣝࡢไ㟈ᨵಟ
᪂ᐟ୕ࣅࣝ㸦ᅗ 2㸧ࡣ 1974 ᖺ❹ᕤࡋࡓᆅୖ 55 㝵ᘓ
࡚ࡢ㉸㧗ᒙົᡤࣅ࡛ࣝ࠶ࡿࠋᅇࠊ㛗࿘ᮇᆅ㟈ືࡸ㛗
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ᅗ 1 ࢹ࣭ࣗࣝࣇ࣮࣒࣭ࣞࢩࢫࢸ࣒
Toshimoto MAENO

㧗ࡉ 300m ࡢ㉸㧗ᒙࣅࣝࡢ⪏㟈タィ
࡚ࠊ㐺ษ࡞ῶ⾶ຠᯝࢆⓎ࡛ࡁࡿࡇࡢࢩࢫࢸ࣒࡛ࠊᗇ⯋
࠶ࡢࣁࣝ࢝ࢫ㸦ᅗ4㸧ࡣࠊᆅୖ60㝵ࠊ㧗ࡉ300mࡢ」ྜ
ࡣᏳ⏕ࡲࢀኚࢃࡿࠋ
㉸㧗ᒙࣅ࡛ࣝࠊపᒙ㒊ࡣⓒ㈌ᗑࠊ୰ᒙ㒊ࡣ࢜ࣇࢫࠊ㧗
ᒙ㒊ࡣ࣍ࢸࣝࡸᒎᮃྎ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋపᒙ㒊୰ᒙ
㒊ࠊ୰ᒙ㒊㧗ᒙ㒊ࡢቃ⏺㒊ศ㧗ᒙ㒊┤ୖࡣࢺࣛࢫ
㝵ࢆ㓄⨨ࡋࠊせᡤ⪏㟈㒊ᮦࠊไ㒊ᮦࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᆅ㟈ᑐࡍࡿᏳ☜ಖࡢࡓࡵࠊタィẁ㝵࡛⪃៖ࡋࡓ
ᆅ㟈ືࡣ3✀㢮ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ➨1ࡣࠊ࿌♧つᐃࡉࢀࡿ
ࣞ࣋ࣝ1࠾ࡼࡧࣞ࣋ࣝ2ࡢᆅ㟈ື࡛࠶ࡿࠋ
➨2ࡣࠊࣞ࣋ࣝ2࿌♧Ἴᑐࡍࡿᇶ┙Ἴࢆ1.5ಸࡋࡓࠕ᭱
⣭ᆅ㟈ືࡢࣞ࣋ࣝࠖࡢᆅ㟈ື࡛ࠊవ⿱ᗘ᳨ウ⏝ධຊᆅ
㟈ືࡋ࡚⨨࡙ࡅࡓࠋ
➨3ࡣࠊᆅᇦᛶࢆ⪃៖ࡋࡓ᳨ウ⏝ᆅ㟈ື࡛࠶ࡿࠋⓎ⏕ࡀ
ษ㏕ࡋ࡚࠸ࡿ༡ᾏࢺࣛࣇࡢᾏ⁁ᆺᆅ㟈ࡢ࠺ࡕࠊ༡ᾏᆅ㟈
ࡀ༢⊂࡛Ⓨ⏕ࡋࡓሙྜ࠾ࡼࡧ༡ᾏᆅ㟈ᮾ༡ᾏᆅ㟈ࡀ㐃
ືࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓሙྜࡢᶍᨃᆅ㟈ືࢆసᡂࡋࡓࠋ༡ᾏᆅ㟈
༢⊂ࡢᆅ㟈ືᑐࡋ࡚ࡣࣞ࣋ࣝ2ࡢタィࢡࣛࢸࣜࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊ30ᖺⓎ⏕☜⋡ࡀ2㹼3%ホ౯ࡉࢀᡃࡀᅜ
࡛ࡣⓎ⏕☜⋡ࡀ㧗࠸ά᩿ᒙ࡛࠶ࡿୖ⏫᩿ᒙᖏࡼࡿᶍᨃ
ᆅ㟈ືࢆసᡂࡋࠊవ⿱ᗘ᳨ウ⏝ᆅ㟈ືྠ⛬ᗘࡢᛂ⟅ࢆ
ᅗ 2 ᪂ᐟ୕ࣅࣝ
ᅗ 3 ᐇᐇ㦂ヨ㦂య
♧ࡍࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
RC ච㟈ᵓ㐀ࡢ㉸㧗ᒙ࢜ࣇࢫ
ΎỈᘓタᮏ♫㸦ᅗ 5㸧ࡣᆅୖ 22 㝵ࠊ㧗ࡉ 106m ࡢົ
ᡤࣅ࡛ࣝࠊච㟈ᵓ㐀ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ
ᚰᲬ࡞ࡿ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀ࡢࢥ࢛࣮࢘ࣝࠊእ
࿘㓄⨨ࡉࢀࡓࣉࣞ࢟ࣕࢫࢺእቨࣇ࣮࣒ࣞࡼࡾࠊᘓ≀
ࢆෆእࡽᨭ࠼ࡿࢥ࣒ࣛࣞࢫ࢜ࣇࢫࡋࠊ࢜ࣇࢫ
ࡢ᭷ຠࢫ࣮࣌ࢫࢆ᭱㝈ᣑࡆࡿࡶࠊ㉸㧗ᒙ࢜ࣇ
ࢫ࡛ࡣᚑ᮶࡞࠸㧗࠸⪏㟈Ᏻᛶࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋཌࡉ
70cm ࡢ RC ࢥ࢛࣮࡛࢘ࣝᘓ≀ࡢ㔜㔞ࢆᨭ࠼ࡿྠࠊ
ᆅ㟈ࡣᘓ≀యࡢᦂࢀࢆᢚ࠼ࡿᚰᲬࡢᙺࢆᯝࡓࡍࠋ
ࣉࣞ࢟ࣕࢫࢺእቨࣇ࣮࣒ࣞࢆᵓᡂࡍࡿࣉࣞ࢟ࣕࢫࢺࣃࢿ
ࣝࡣࠊᇶ‽㝵࡛ᖜ 3.2m㧗ࡉ 4.2m ࡢࢧࢬ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᗇ⯋ࡢච㟈ࣞࢺࣟࣇࢵࢺ 㒔ᕷᆺᑠኚච㟈ࢩࢫࢸ࣒ 
ྂ࠸⪏㟈ᇶ‽࡛タィࡉࢀࡓࠊᮾி㒔ࡢ᪂ᐟ༊ᙺᡤᮏᗇ
⯋㸦1967 ᖺ᪤Ꮡᘓ≀❹ᕤࠊᆅୗ 2 㝵ࠊᆅୖ 8 㝵ᘓࠊ㕲㦵

ᅗ 4 ࠶ࡢࣁࣝ࢝ࢫ

ᅗ 5 ΎỈᘓタᮏ♫

㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀㸧ࡣ⪏㟈ᛶ⬟ࡀప࠸࠺࠼ࠊᆅ㟈┤ᚋ
ࡽ㜵⅏ᣐⅬࡋ࡚ࡢᶵ⬟⥔ᣢࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᗇ⯋
ࢆ࠸࡞ࡀࡽච㟈ᨵಟᕤࢆ⌧ᅾ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᅗ 6㸧
ᘓタᆅࡣ㒔ᕷࡢ⦾⳹⾤⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊ༑ศ࡞ච㟈ࢡ
ࣜࣛࣥࢫࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠗ㒔ᕷᆺᑠኚච㟈ࢩࢫ
ࢸ࣒࠘ࡢᵓἲࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋኳ↛ࢦ࣒ᨭᢎ࢜ࣝࢲࣥࣃ
࣮ࡼࡿࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ࢜ࣝࢲࣥࣃ࣮ࢆࣃࢵࢩࣈษ
ᆺࡋࠊ୰ᑠᆅ㟈࡛ࡣ࢜ࣝࡢὶࢀࢆ 2 ࣮ࣝࢺࡍ
ࡿࡇ࡛ῶ⾶ຊࢆపࡃタᐃࡋ࡚ຍ㏿ᗘపῶຠᯝࢆ㧗ࡵࠊ
୍᪉ࠊᆅ㟈ࡣ 1 ࣮ࣝࢺࡢᘚࢆࢩࣕࢵࢺ࢜ࣇࡋࠊ
ࡁ࡞ῶ⾶ຊࢆⓎࡋ࡚ච㟈ᒙ࡛ࡢ㐣࡞ኚᙧࢆᢚไࡋࠊ
ᑠࡉ࡞ࢡࣜࣛࣥࢫᑐᛂࡍࡿࠋᆅ㟈ࡢࡁࡉྜࢃࡏ
*㸦୍♫㸧᪥ᮏᘓタᴗ㐃ྜ

ᅗ 6 ච㟈ࣞࢺࣟࣇࢵࢺᚋࡢእほࣃ࣮ࢫ

*JAPAN FEDERATION OF CONSTRUCTION CONTRACTORS
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注釈

（注 03.01.01）UR 都市機構

用をより容易にするとともに、弁護士及び弁護士法人並びに司法

独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構（ と し さ い せ い き こ う、Urban

書士その他の隣接法律専門職者（弁護士及び弁護士法人以外の者

Renaissance Agency）は、大都市や地方中心都市における市街地

であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とする

の整備改善や賃貸住宅の供給支援、UR 賃貸住宅（旧公団住宅）の

ことができる者をいう。以下同じ。）のサービスをより身近に受け

管理を主な目的とした国土交通省所管の独立行政法人である。通

られるようにするための総合的な支援の実施及び体制の整備に関

称は「都市機構」、愛称は「UR 都市機構」
。2004 年 7 月 1 日、都

し、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争

市基盤整備公団（通称：都市公団）と地域振興整備公団の地方都

の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を

市開発整備部門が統合され、設立された。運営形態、業務範囲な

目指して、その業務の迅速、適切かつ効果的な運営を図ります。

どは独立行政法人都市再生機構法によって定められている。主な

（法テラスＨＰより）

収益は UR 賃貸住宅の家賃収入や市街地整備による土地の売却益で
ある。本社は神奈川県横浜市中区にある。
（UR 都市機構

ＨＰより）

（注 03.01.07）東北圏地域づくりコンソーシアム
一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアムは、

（注 03.01.02）閖上地区

東松島市からの受託事業として復興まちづくり推進員４名を現地

閖上町（ゆりあげまち）は、昭和 30 年（1955 年）まで宮城県名

に配置、地域力の維持活性化・東日本大震災からの地域コミュニ

取郡に存在していた町。現在の名取市閖上・牛野・大曲・小塚原・

ティの再構築に向けた取り組みを進めています。

高柳にあたる。（Wikipedia より）

当法人は、大学、研究機関、ＮＰＯ、企業、行政等の多様な主体
の協働による地域コミュニティの自立及び再構築のための活動支

（注 03.01.03）ＨＯＰＥ

援と、その基盤となるコンソーシアム（共同事業体）の形成を通

一般社団法人「東松島みらいとし機構 ( 愛称：HOPE)」は、震災の

じて、地域づくりにおけるガバナンスの改革と地域コミュニティ

教訓から強く学んだエネルギー自給の大切さ、東松島市では市内

の持続的発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため

の森、風、太陽を「地域資源」として見直し、サステイナブルか

に、次の事業を行う。

つ安全で安心なまちづくりをめざしています。行政（国・県・市）

（１）コミュニティ支援に関する政策、戦略研究

と地域コミュニティ、地域産業及び民間企業の「中間組織」であり、

（２）コミュニティの自立、再構築のための人材育成支援

大学、研究機関、NPO や他地域との窓口でもあります。具体的には、

（３）コミュニティプランニング支援、組織化活動コーディネート

復興に役立ちたい企業の皆様のリソースと、東松島市行政や市民

（４）コミュニティの相互交流、コラボレーション機会の提供

の皆様のニーズをマッチングさせる機能を果たすことを目指して

（５）コミュニティ情報発信のためのメディア戦略の強化

います。（東松島みらいとし機構ＨＰより）

（６）コミュニティ自立支援のためのファンドの創設
（７）前各号に附帯関連する一切の事業

（注 03.01.04）環境国際フォーラム

（一般社団法人東北圏地域づくりコンソーシアムより）

環境・超高齢化対応等に向けた、人間中心の新たな価値を創造す
る都市」の実現をコンセプトとした「環境未来都市」構想の普及・

（注 03.01.08）新潟県中越地震

展開、国際ネットワークの拡大・深化を目的に第２回「環境未来

ユーラシアプレート内部で起こった逆断層地震 [1]。北魚沼郡川口

都市」構想推進国際フォーラムを開催します。

町（現長岡市）で最大震度 7 を観測した。震度 7 を観測したのは、

フォーラムでは、「環境未来都市」構想と国際貢献
ベーションを通した新しい価値の創出〜

〜復興とリノ

1995 年の兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）以来 9 年ぶり、観

をテーマとして、環境・

測史上 2 回目。なお、兵庫県南部地震では気象庁などの調査によっ

社会・経済の３つの価値を創造し、持続可能な経済社会構造を実

て震度が判定されたため、震度計で震度 7 が観測されたのは初め

現するため、１１の環境未来都市や国内外の先進的取り組み、国

てである。また、余震の揺れが強く、群発地震活動を呈して頻繁

際展開の可能性などについて議論を深めます。（環境未来都市国際

に起きたことも特徴のひとつである。

フォーラムＨＰより）

気象庁はこの地震を平成 16 年（2004 年）新潟県中越地震（英 :
Mid Niigata Prefecture Earthquake in 2004）と命名した。英語圏

（注 03.01.05）災害公営住宅

では Niigata Prefecture Chuetsu Earthquake などの表記が多く用い

（注 03.03.01）参照

られた。また、一般的ではないものの、新潟県はこの地震による
震災を新潟県中越大震災と命名し、この呼称を 11 月 29 日より使

（注 03.01.06）法テラス

用している。（Wikipedia より）

法テラスは、総合法律支援法（平成 16 年 6 月 2 日公布）に基づき、
独立行政法人の枠組みに従って設立された法人で、総合法律支援

（注 03.01.09）保健師

に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的としています。（総

保健師（ほけんし、英 : Public Health Nurse）は、所定の専門教育

合法律支援法

を受け、地区活動や健康教育・保健指導などを通じて疾病の予防

第 14 条）

法テラスは、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利

や健康増進など公衆衛生活動を行う地域看護の専門家のことであ
みやぎボイス
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る。（Wikipedia より）

老健局（ろうけんきょく）は、中央省庁である厚生労働省の内部
部局の一つ。高齢者医療や福祉などを所管する。2001 年 1 月 6

（注 03.01.10）プレハブ応急仮設住宅

日の中央省庁再編で厚生省と労働省が統合されるのに伴い、厚生

（注 03.03.02）参照

省老人保健福祉局が組織変更され老健局が発足した。（Wikipedia
より）

（注 03.01.11）ファシリテーター
ファシリテーター（英語 : facilitator）とは、促進者を意味する言

（注 03.01.16）千葉ニュータウン

葉である。

千葉ニュータウン（ちばニュータウン）とは、千葉県北部の北総

1947 年、体験学習を用いた人間関係トレーニングが開発され、米

地域にあるニュータウンの名称である。
「千葉 NT[1]」のほか「チ

国 NTL Institute によってこの人間関係トレーニングが全世界に広

バニュー」と略されることもある。千葉ニュータウンの特徴として、

まる際、ここでグループ・プロセスを適切に観察し、介入と促進

人工的に造られた街並みであるため、事業区域から道路一本隔て

を行う者をファシリテーターと呼ぶようになった。 また 1960 年

ると突然何もない純農村地帯に風景が一変してしまうことが挙げ

代、カール・ロジャーズが、カウンセラーの養成を目的にエンカ

られる。見方を変えれば、里山と隣接した自然との共生を楽しめ

ウンターグループと呼ばれるグループ・アプローチを開発し、こ

るということである。また、事業区域内に買収を断念した区域除

の場での学習や気づきを促進する教育スタッフがファシリテー

外地などが点在するため、一部が虫食い開発になっている。多摩

ターと呼ばれた。（Wikipedia より）

ニュータウンが丘陵を切り崩して開発したため、坂が多い地形で
あるのに対し、千葉ニュータウンは平坦な北総台地であることか

（注 03.01.12）ワークショップ （ＷＳ）

ら坂が少なく、高齢者にとって歩きやすい街になっている。全国

ワークショップ (workshop) とは、日本では「体験型講座」を指

の市を対象に公表される「住みよさランキング」
（東洋経済）では、

す用語。住民が中心になって地域の課題を解決しようとする場合

千葉ニュータウンの中核となる市域である印西市が、総合評価で

に、ワークショップの手法がよく用いられる。まちづくりにおい

全国 1 位（2012,2013,2014 年）に 3 年連続でランクイン [4] し、

て、地域にかかわるさまざまな立場の人々が自ら参加して、地域

住みやすさについて一定の評価がなされている。（Wikipedia より）

社会の課題を解決するための改善計画を立てたり、進めていく共
同作業とその総称として近年用いられていった。公園づくりや道

（注 03.01.17）地区計画

づくり、公共施設の計画、団地やコーポラティブハウスなどの住

地区計画（ちくけいかく）とは、都市計画法第十二条の四第一項

まい計画、市町村の都市マスタープランの策定など多岐にわたる。

第一号に定められている、住民の合意に基づいて、それぞれの地

住民参加型の活動形態の一つとして位置づけられる。主に都市計

区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画。地区計

画やまちづくりの分野でワークショップが取り入れられるように

画制度は、ドイツの B プラン（Bebauungsplan、
「地区詳細計画」

なったのは、1960 年代に環境デザイナー、ランドスケープアーキ

とも）制度などを参考に、昭和 55 年の都市計画法及び建築基準法

テクトであるローレンス・ハルプリンが、夫人のダンスワークを

の改正により創設された。都市計画法では、地区計画と「集落地

参考に、テイクパート・プロセスとしてワークショップを用いた

区計画」、「沿道整備計画」、「防災街区整備地区計画」を合わせて

ことがはじまりである。（Wikipedia より）

地区計画等と定めている。（Wikipedia より）

（注 03.01.13）地域包括支援センター

（注 03.01.18）市街化調整区域

地域包括支援センター（ちいきほうかつしえんセンター）は、介

市街化調整区域（しがいかちょうせいくいき）は都市計画法（第

護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐

7 条以下）に基づき指定される、都市計画区域における区域区分

待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。

（線引き）のひとつ。都道府県は都市計画区域について、都市計画

各区市町村に設置される。2005 年の介護保険法改正で制定された。

に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができるが、

センターには、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、

政令指定都市には区域区分を定めなければならない。市街化調整

専門性を生かして相互連携しながら業務にあたる。法律上は市町

区域では市街化を抑制するため、原則として用途地域を定めない。

村事業である地域支援事業を行う機関であるが、外部への委託も

なお市街化調整区域のうち、土地区画整理事業などにより計画的

可能である。要支援認定を受けた者の介護予防マネジメントを行

な市街地整備を行う準備が整った段階で市街化区域に編入できる

う介護予防支援事業所としても機能する。（Wikipedia より）

区域として、特定保留区域を設ける場合がある [1]。
（Wikipedia よ
り）

（注 03.01.14）南三陸町

志津川

南三陸町（みなみさんりくちょう）は、日本の宮城県北東部に位

（注 03.02.01）東北地方整備局

置し、太平洋に面する町である。いわゆる「平成の大合併」にお

国土交通省の地方支分部局のひとつ。直轄の道路、河川、ダム、砂防、

ける志津川町と歌津町の合併によって 2005 年（平成 17 年）に誕

港湾の整備及び維持管理、空港基本施設の整備のほか、建設業や

生、現在本吉郡に属する唯一の町となっている。（Wikipedia より）

不動産業（宅地建物取引業）の許認可に関する業務や指導監督業
務、建設関連の資格の取得に関わる行政機能などを所管している。

（注 03.01.15）老健局
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示が解除されたが、震災以降に地域外へ生活拠点を移した世帯が
（注 03.02.02）仙台市泉区紫山

多く、域内の高齢化が深刻化しつつある。2005 年 4 月 1 日中之島町、

昭和 40 年代、仙台市（当時）の急激な人口集中により住宅不足が

越路町、三島町、小国町とともに長岡市に編入合併。旧村行きは「山

問題になっていたため、当時の仙台市北郊においてベッドタウン

古志地域」となり旧村役場に市役所山古志支所は開設された。

として急速に発展していた宮城郡泉町（1971 年に泉市）の黒川丘

全村避難から約 3 年 2 ヶ月で全村帰村を成し遂げ、中山間地域の

陵上に三菱地所がニュータウン計画を作成した。当時主流だった

震災復興モデルとされる（Wikipedia より一部引用）

単に新興住宅地を建設して大都市の住宅供給を行うという趣旨で
はなく、最先端の工業団地やゴルフ場、スポーツ施設、大規模商
業地区、大学等がある一つの完結した都市を作ることを目的とし

（注：03.02.07）渡辺斉
元長岡市復興監。山古志村の復興に尽力。

た。事業期間は 1969 年（昭和 44 年）からで、1974 年（昭和 49 年）
から高森地区の入居が開始された。 現在、根白石地区に計画され

（注：03.02.08）復興応援隊（みやぎ復興応援隊）

ている第 6 住区の開発が残っているが、それ以外は整備が完了し

総務省復興支援員制度を活用した宮城県の制度。

ている。開発されて 30 余年が経つが、自然と都市が融合し、年月

東日本大震災からの一日も早い復興を目指し，被災地の地域づく

を感じさせない街並みが今も人気である。仙台を代表する新興住

りを目的とした住民主体の地域活動を促進するため，県が市町村

宅地として高評価されている。1998 年度（平成 10 年度）に都市

及び関係団体と連携して，それぞれの地域の復興に向けて意欲的

景観 100 選を受賞した。）

に取り組む人材を内外から募って「復興応援隊」を結成し，一定
期間，地域住民の活動支援に従事するものです。被災地の自治機

（注：03.02.03）みなし仮設（みなし仮設住宅）

能回復と持続可能な地域コミュニティの構築を長期的視野に入れ，

震災などで住居を失った被災者が、民間事業者の賃貸住宅を仮の

マンパワー不足の解消と地域の将来を担う人材の育成を行ってい

住まいとして入居した場合に、その賃貸住宅を国や自治体が提供

きます。（宮城県 HP より）

する「仮設住宅」
（応急仮設住宅）に準じるものと見なすこと。また、
（注：03.02.09）施工 CMR

そうした賃貸住宅や関連する制度。

宮城県石巻市は、復興整備事業半島部防災集団移転促進事業管理
支援業務（管理ＣＭＲ）と同工事施工等に関する一体的業務（施

（注：03.02.04）地域包括ケア
厚生労働省が推進する事業で、２０２５年（平成３７年）を目途に、

工ＣＭＲ）の選定に伴う公募型プロポーザルを実施した。その結果、

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限

管理ＣＭＲは昭和・オオバ・ＵＲリンケージＪＶ、施工ＣＭＲは

り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける

清水建設・奥村組ＪＶを優先交渉権者に特定した。

ことができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制の構

履行期限は管理が２０１７年３月２０日で、施工は１８年３月

築を実現すること（厚生労働省 HP より）

２０日。
業務内容は、管理ＣＭＲが防災集団移転促進や漁業集落防災機能
強化などの包括的マネジメントと施工監理補助、オープンブック・

（注：03.02.05）契約講
東北地方に分布する村落内の集団で、単に契約ともよばれる。契

地元企業活用審査などの発注者支援、設計変更対応など。

約講には不幸や病人をかかえる家に対する助力、屋根葺き替えの

施工ＣＭＲは、防災集団移転促進事業３１地区約９０ha の土工事

際の合力などの生活互助が義務付けられる。契約講の運営は、通

は切土３１２万 m3 と盛土８２万 m3、土運搬２３０万 m3。舗装

常年１〜２回の頻度で開催される。田畑を所有して小作に貸した

長さ約３０㎞、下水道長さ約１１㎞、漁業集落防災機能強化６６

り、山林を所有し植林をして、その利益を契約講の運営費として

漁村など。業務規模は税込３５０億円以内に設定しており、履行
場所は河北と北上、雄勝、牡鹿の各総合支所管内と石巻地区半島部。

いた。（マキペディア HP より）

（建設通信新聞より）
（注：03.02.06）山古志
1970 年代から民俗学者の宮本常一が村おこしを手伝い、丘陵地の

（注：03.02.10）CM 方式

斜面に広がる森林と棚田、ニシキゴイの養殖、そして「牛の角突き」

コンストラクション・マネジメント（construction management）

と呼ばれる闘牛など「日本の原風景が残る村」を観光資源として

とは、建設プロジェクトにおいて、建設発注者から準委任を受け

PR していた。

たコンストラクション・マネジャー（CMr）により、中立的に全

2004 年 10 月 23 日に発生した新潟県中越地震により甚大な被害

体を調整して、所期の目的に向かって円滑に事を運ぶ為の行為の

を受けた。村役場（現山古志支所）に設置されていた震度計が激

ことである。CM 方式。

しい揺れで壊れたため具体的な震度は不明だが、地震発生前の風
景は地震に伴う土砂崩れなどで著しく崩落し、その姿を大きく変

（注：03.02.11）小指集落

えた。また村域に通じるすべての道路が寸断されたため孤立し、

小指は十三浜、１３部落の中の一つ。

村は全村民に対し避難指示を出し、26 日までに隣接する長岡市な

十三浜村（じゅうさんはまむら）は、昭和 30 年（1955 年）まで

ど（大半が長岡ニュータウン内の仮設住宅）での避難生活を余儀

宮城県本吉郡の南東部にあった村。現在の石巻市北上町十三浜に

なくされた。2007 年 4 月 1 日に山古志地域のほぼ全域で避難指

あたる。十三浜とは相川浜・追波浜・小滝浜・小泊浜・大指浜・
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小指浜・白浜・立神浜・月浜・長塩屋浜・大室浜・小室浜・吉浜

県で発生した関越自動車道高速バス居眠り運転事故を死亡者数で

の計 13 部落の総称である。（Wikipedia より）

上回り、死亡者数の史上最多の事故となった。（Wikipedia より）

（注：03.02.12）佐々木文彦

（注 03.03.01）災害復興公営住宅（災害公営住宅）

宮城県石巻市北上地区を拠点とする建築家

公営住宅法に基づき県や市町村が整備し、自宅を失った被災者に
安い家賃で恒久的に貸し出す住宅。東日本大震災では、国の復興

（注：03.02.13）小室集落

交付金から建設費の 8 分の 7 がまかなわれる。維持・管理費は自

小室は十三浜、１３部落の中の一つ。

治体の負担。入居に所得制限はないが、家賃は所得によって異なる。

十三浜村（じゅうさんはまむら）は、昭和 30 年（1955 年）まで

（コトバンク HP より）

宮城県本吉郡の南東部にあった村。現在の石巻市北上町十三浜に
あたる。十三浜とは相川浜・追波浜・小滝浜・小泊浜・大指浜・

（注 03.03.02）仮設住宅（応急仮設住宅）

小指浜・白浜・立神浜・月浜・長塩屋浜・大室浜・小室浜・吉浜

地震や水害、山崩れなどの自然災害などにより、居住する住家が

の計 13 部落の総称である。（Wikipedia より）

なく、自らの資金では住宅を得ることのできない者に対し、行政
が貸与する仮の住宅。主にプレハブ工法による、組立タイプとユ

（注：03.02.14）基礎自治体

ニットタイプが用いられる。災害救助法の適用については、都道

基礎自治体（きそじちたい）は、国の行政区画の中で最小の単位で、

府県知事がその適用の適否を判断し、着工は災害の発生の日から

首長や地方議会などの自治制度があるものを指す。基礎自治体の

20 日以内としており、貸与期間は完成の日から 2 年以内と規定さ

名称は国によって異なる。日本の市町村のようにいくつかの種類

れている。東日本大震災による応急仮設住宅は特別措置による期

に分かれている国もあれば、フランスのコミューンのように人口

間が延長されている事が多い。（一部、Wikipedia HP より）

に関係なく同じ名称で呼ばれる国もある。（Wikipedia より）
（注 03.03.03）地域包括ケアシステム
（注：03.02.15）包括協定

（注 03.02.03）参照

「東北大学大学院工学研究科と石巻市との包括連携に関する協定の
締結について」東北大学大学院工学研究科と石巻市は、それぞれが

（注 03.03.04）鶴ヶ谷団地

有する人的資源、知的資源の交流と活用を図りながら、地域社会

仙台市主導のもと、仙台バイパスに隣接する丘陵地である鶴ケ谷

の復興と発展、社会ニーズに対応した研究の深化、未来を担う人

地区に、東北最大と言われるモデル・ニュータウンが造られるこ

材の育成を目的として、下記により包括連携に関する協定を締結

とになった。

します。（東北大学プレスリリースより）

1963 年（昭和 38 年）に創設された新住宅市街地開発事業に基づ
き、「仙塩広域都市計画事業 鶴ケ谷新住宅市街地開発事業」が、面

（注：03.02.16）コミュニティケア

積 178.0ha、計画人口 2 万 3 千人で、1966 年（昭和 41 年）3 月

社会福祉の諸分野において，その対象者を，特別な施設の中だけ
で処遇するのではなく，できるだけ地域の中で地域とのつながり

16 日に当初決定され、翌年から造成開始した [6]。大部分が国有
地であった東北大学の演習林を買収して、造成が行われた。

を保ちながら処遇すること。コミュニティ ･ ケアの思想は，施設

「鶴ケ谷団地」と称されるのは上記事業により造成された鶴ケ谷

処遇優先から地域福祉へと，1970 年代の後半から日本の社会福祉

1-8 丁目である場合が多いが、土地区画整理事業などにより造成さ

の重点を転換させる役割を果たした。最初は，1920 年代のイギリ

れた鶴ケ谷東、および、鶴ケ谷北を含む場合もある。

スで，精神衛生および精神遅滞者の対策として，収容施設での保
護だけでなく，コミュニティにおける職業訓練や授産施設等のサー
ビスが必要だという主張として登場した。（コトバンクより）

（注 03.03.05）蛇田
石巻市の西部に位置し、地区南部に三陸縦貫自動車道が通ってお
り、地区の殆どは農業用地として利用されている。「石巻市震災復

（注：03.02.17）トンネルの天井の落下事故（笹子トンネル天井板

興基本計画」において、被災者の速やかな生活基盤の形成として

落下事故）

蛇田地区に新たな市街地の総合的な整備を行うことから、土地区

笹子トンネル天井板落下事故とは、2012 年 12 月 2 日、山梨県大

画整理事業区域約 46.5ha について都市計画決定をおこなった。

月市笹子町の中央自動車道上り線笹子トンネルで天井板のコンク

震災前よりイオンを中心とする郊外型大規模商業施設を核に石巻

リート板が約 130m の区間にわたって落下し、走行中の車複数台

の新市街地として石巻河南 IC 周辺に宅地、商業用池などが整備さ

が巻き込まれて死傷者が出た事故である。

れていた。

「笹子トンネル天井板落下事故」の呼称は国土交通省やトンネルを
管理する中日本高速道路（NEXCO 中日本）が用いている呼び名だ

（注 03.03.06）松川横丁

が、報道機関などでは、笹子トンネル事故、笹子トンネル崩落事故、

宮城県石巻市中心部の「松川横丁」で、沿道の地権者が共同でビ

笹子トンネル天井板崩落事故などの名でも報じられている。

ルを建設し、コミュニティー形成に活用する「松川横丁・よこま

日本の高速道路上での事故としては、1979 年に静岡県の東名高速

ちプロジェクト」をさす。店舗や住宅のスペースを設けるなどして、

で発生した日本坂トンネル火災事故や、2012 年 4 月 29 日に群馬

東日本大震災で被災した地域に幅広い年代の人たちを呼び込むス
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キームとして注目されている。松川横丁は中心部商店街の「アイ

援するサービスを提供する住宅の整備事業を公募し、予算の範囲

トピア通り」から旧北上川側に抜ける道。かつては飲食店や商店

内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し支援す

が立ち並び、多くの人でにぎわっていた。ビル建設地はその一角で、
現在は駐車場や被災建物を撤去した空き地になっている。

る事業ならびに整備された住宅。
（スマートウェルネス住宅等推進事業 HP より）

プロジェクトの主体は地権者４人でつくる「松川横丁ハウス建設
組合」。街中の活性化を目指し、震災後の２０１１年６月から土地

（注 03.03.10）優良建築物等整備事業制度

利用策を話し合ってきた。ビルは一部３階で延べ床面積約６００

市街地の環境改善、良好な市街地住宅の供給等の促進を図るもの

平方メートル。鉄骨造りの１階は店舗（４戸）で、２、３階は木

で、国の制度要綱に基づく法定手続きに依らない事業。一定割合

造のシェアハウス（７戸）や地権者の住宅（２戸）などが設けら

以上の空地確保や、土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優

れる。７月に着工し、来年３月の完成、４月の入居開始を予定し

れた建築物等の整備に対して、共同通行部分や空地等の整備補助

ている。事業費は約１億５０００万円で、一部に国の補助金を充

を行う制度。「優良再開発型」
（3 タイプ）と「市街地住宅供給型」
（2

てる。（河北新報 HP より）

タイプ）、
「既存ストック活用型」「耐震型」の 4 つの型がある。（国
土交通省 HP より）

（注 03.03.07）再開発事業（市街地再開発事業）
都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集してい

（注 03.03.11）グループ化補助金

る地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同

東日本大震災で被災した企業の施設や設備の復旧を支援する制度。

建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うこ

中小企業がグループをつくり、復興事業計画を立てて各県に申請

とにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市

する。「地域経済や雇用の維持に重要な役割を果たす」などの条件

機能の更新を図る。権利変換方式（第 1 種市街地再開発事業）、管

を満たせば、復旧費の 2 分の 1 を国、4 分の 1 を県が助成する。

理処分方式（用地買収方式）（第 2 種市街地再開発事業）がある。

2011 年 6 月に募集が始まり、被災地の約 1 万事業者に 4300 億円

事業の仕組みは以下のようになっている。

以上が投じられた。交付件数では宮城県が 3700 事業者で最も多い。

１．敷地を共同化し、高度利用することにより、公共施設用地を

（コトバンク HP より）

生み出す
２．従前の権利者の権利は、原則として等価で新しい再開発ビル

（注 03.03.12）HOPE 計画（地域住宅計画）

の床に置き換えられる（権利床）

地域の特性を生かした町づくりや住まいづくりを推進する住宅計

３．高度利用で新たに生み出された床（保留床）を処分し事業費

画。建設省（現国土交通省）の補助事業として 1983（昭和 58）

に充てる

年に始まった。地域に根ざした住宅の建設や保存、街路・公園な

（国土交通省 HP より）

どの施設整備、景観整備など、その具体的な内容は、地域住民の
声をもとに各地方公共団体が策定している。◇「HOPE」は「housing

（注 03.03.08）区画整理（土地区画整理事業）

with proper environment（地域固有の環境にともなう家づくり）
」

道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整

から。「地域住宅計画」ともいう。（コトバンク HP より）

え宅地の利用の増進を図る事業。公共施設が不十分な区域では、
地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい（減

（注 05.01.01）コーポラティブハウス

歩）、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、

コーポラティブハウスとは、入居希望者が集まり組合を結成し、

その一部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度。（公共用地が

その組合が事業主となって、土地取得から設計者や建設業者の手

増える分に充てるのが公共減歩、事業資金に充てるのが保留地減

配まで、建設行為の全てを行う集合住宅のことである。コーポラ

歩）

ティブ住宅、コープ住宅とも呼ばれる。（Wikipedia より）

事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画
道路や公共施設等の整備費（用地費分を含む）に相当する資金か

（注 05.01.02）古川

ら構成される。

古川市（ふるかわし）は、かつて宮城県北部、大崎平野の中心に

これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移

存在していた自治体である。1956 年（昭和 31 年）に市制が施行

転補償等が行われる。地権者においては、土地区画整理事業後の

され、2006 年（平成 18 年）の町村合併に伴って大崎市に移行した。

宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園

大崎市では、旧古川市がその中心となっている。（Wikipedia より）

等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価
値の高い宅地が得られる。（国土交通省 HP より）

（注 05.01.03）コミュニティ・ビジネス
コミュニティ・ビジネス（Community Business、略称 CB）とは、

（注 03.03.09）サ高住（サービス付き高齢者向け住宅）

地域が抱える課題を地域資源を活かしながらビジネス的な手法に

国土交通省・厚生労働省の共管制度で、高齢者世帯や要介護者等

よって解決しようとする事業のことである。地域（コミュニティ）

の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・

等におけるニーズや課題に対応するための事業がコミュニティ・

住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的とし、

ビジネスである。主に地域における人材、ノウハウ、施設、資金

バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支

等を活用することで、対象となるコミュニティを活性化し、雇用
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を創出したり人の生き甲斐（居場所）などをつくり出すことが主

商社「仙台水産」の出資を受けた。（コトバンクより）

な目的や役割となる場合が多い。さらに、コミュニティ・ビジネ
スの活動によって、行政コストが削減されることも期待されてい

（注：05.02.03）農業法人

る。コミュニティ・ビジネスは、近年、全国的に広がっており [2]、

農業を営む法人に対して任意で使用される呼称である。( 農 ) と略

その経営主体は持分会社、NPO 法人、協同組合などさまざまな形

記されることもある。任意で使用される呼称であるため、学校法

態がある。最近のコミュニティビジネスの社会的な機能として、

人（私立学校法）や宗教法人（宗教法人法）、医療法人（医療法）

行政の民営パートナー・協働パートナーの育成と行政コストの削

のように法的に定められた名称ではない。 法的に定められた農業

減

経営に関連する固有の法人の組織形態としては、1962 年改正後の

シニア、主婦、学生等による社会起業家の輩出

農業協同組合法を根拠法とする、非営利の農事組合法人がある。

NPO や市民活動の自立化と継続性

また、2009 年の農地法の改正により、株式会社などの一般法人で

地域経済活性化、地域の特性を活かしたまちづくり、地域おこし

も農地の貸借はほぼ自由に行えるようになっており、借地で農業

などが期待されている。（Wikipedia より）

を行う会社を指して「農業法人」と呼ぶことも多い。ただし、農
事組合法人や会社が農地を所有 ( 売買 ) しようとする場合は、農地

（注 05.01.04）亘理

鳥の海

法第 2 条の規定に適合し、農業生産法人の法人格を取得していな

鳥の海（とりのうみ）は、宮城県亘理郡亘理町の太平洋岸に位置

ければならない。（Wikipedia より）

する汽水湖である。阿武隈川河口の南側に位置し、古代の阿武隈
川旧河口跡が堆積によってせき止められて生成された内湾状の汽

（注：05.02.04）共生型福祉施設

水湖である。仙台湾沿いに散在する小湖沼群の中では最大。淡水は、

小規模で家庭的な雰囲気の中で高齢者や障がい者や子どもなど一

仙台平野（亘理平野）の水田地帯を潤す鎧川排水路などの複数の

人ひとりの生活リズムに合わせて柔軟なサービスを提供する施設

用水路から供給され、海水は短い水路で繋がる太平洋より潮の干

のこと

満に合わせて出入りする。水深がごく浅いため、湖岸全周に渡る
堤防沿いと、湖中央にある浮島の「蛭塚」東側は、大潮の際には
干潟となる。（Wikipedia より）

（注：05.02.05）長屋タイプ（災害公営住宅

長屋形式）

長屋形式の災害公営住宅のこと。長屋とは共用部をもたない集合
住宅の一形態。

（注 05.01.05）インキュベーション施設
インキュベーションオフィス (Incubation Oﬃce) とは、起業や創業

（注：05.02.06）孤独死

をするために活動する入居者を支援する施設。通常場所の安価な

孤独死（こどくし）とは主に一人暮らしの人が誰にも看取られる

貸与とセットでインキュベーションマネージャーによるコンサル

こと無く、当人の住居内などで生活中の突発的な疾病などによっ

ティングや各種の支援施策を用意している。地方自治体や公的機

て死亡することを指す。特に重篤化しても助けを呼べずに亡くなっ

関が運営している事が多く、安価な家賃で入居できることが多い。

ている状況を表す。

そのため、入居には一定の審査が必要な事も多く、レンタルオフィ

なお関係する語としては後述する孤立死（こりつし）が公的にも

ス等に比べると入居するためのハードルは高いといえる。他形態

使われるが、ほかにも単に独居者が住居内で亡くなっている状況

としてコーポラティブオフィスがある。（Wikipedia より）

を指す独居死（どっきょし）のような語も見いだせる。（Wikipedia
より）

（注：05.02.01）自助・共助・公助の考え方
「自助」とは、家庭で日頃から災害に備えたり、災害時には事前に

（注：05.02.07）世帯分離

避難したりするなど、自分で守る事をさし、「共助」とは、地域の

世帯分離は、住民票上の現在の世帯から世帯員の一部を分離し、

災害時要援護者の避難に協力したり、地域の方々と消火活動を行

世帯を分ける手続き

うなど、周りの人たちと助け合うことをさします。「公助」とは、
市役所や消防・警察による救助活動や支援物資の提供など、公的

（注：05.02.08）まちづくり会社まんぼう（株式会社

街づくりま

支援のことをさし、災害時には、自助・共助・公助が互いに連携

んぼう）

し一体となることで、被害を最小限にできるとともに、早期の復旧・

石ノ森漫画館を運営する石巻市の街づくり会社。詳細は、ラウン

復興につながるという考え方。阪神大震災において注目され、東

ドテーブル

ピリオド１

テーブル C を参照。

日本大震災においてあらためて理解が求められている。
（注：05.02.09）入居適用条件
（注：05.02.02）漁業特区（水産業復興特区）

災害公営住宅の入居者条件。一般的には「災害により滅失（全壊、

漁協に優先的に与えられている漁業権を、漁業者と連携する民間

全焼、全流出＋大規模半壊、半壊であって、解体することを余儀

企業にも開放する構想。民間資本を活用して、東日本大震災で大

なくされた方）した住宅に居住していた方」「被災地における市街

きな被害を受けた水産業の復興を加速させる狙いがある。特区を

地の整備改善や住宅の供給に係る事業の実施により移転が必要と

活用するため、石巻市桃浦地区のカキ養殖漁師ら 15 人が、昨年 8

なった方」となっている。（宮城県 HP より）

月に合同会社を立ち上げた。昨年 10 月には、仙台市の大手水産物
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（注：05.02.10）一般公営住宅

ルでの活動は、コーヒーを生産する農民たちを協同組合に組織し、

災害公営住宅以外の公営住宅。

加工技術を教えて、作られたコーヒーの生豆をフェアトレードと
して日本に輸入する活動へと発展してきました。この活動を通じ

（注：05.02.11）交流人口

て私たちは人々の自立的で持続可能な暮らしと経済を成り立たせ

その地域に訪れる（交流する）人のこと。その地域に住んでいる

るような支援の重要性を認識し、そのような経済自立支援＝生業

人、つまり「定住人口」（又は居住者・居住人口）に対する概念で

支援において産品の市場を確保するということが、支援の出口と

ある。その地域を訪れる目的としては、通勤・通学、買い物、文

して重要であると考えるようになりました。国境を越えた社会的

化鑑賞・創造、学習、習い事、スポーツ、観光、レジャー、アミュー

企業のネットワークを形成し、生産者の暮らしを守ることがパル

ズメントなど、特に内容を問わないのが一般的である。過去には、

シックの民際協力事業の重要な柱です。

人口の多寡が都市の格・ステイタスとほぼ同義であり、人口は増

2004 年にはスリランカの漁業者や紅茶生産者たちと出会い、その

えるものという観念が支配的で、人口増を図ることが行政の目標

後マレーシアの沿岸漁民たちとの出会いはこうしたネットワーク

とされた。このため、市町村の総合振興計画等において示す将来

を豊かにしてきました。2011 年には、東日本大震災の地震、津波、

人口も、人口増目標を掲げるのが一般的であった。しかしながら、

原発事故と言う三重苦の災害に直面して、初めて、日本国内での

少子高齢化が一段と進み、「定住人口」の増加を追い求めること

緊急救援事業にも取り組みました。ここでも農業生産者、漁業者

は、特に地方都市においては困難となりつつある。 日本の国全体

と寄り添って、息の長い支援を続けたいと考えています。

の人口がピークとなった 2006 年以降には、全国のほとんどの地

パルシックはアジア太平洋資料センター（PARC）の民際協力部が

方都市が人口減となる。少子化で若者の数が減っていく半面、行

分割、名前を変えて 2008 年 4 月に生まれました。PARC として、

動範囲が狭くなりがちな高齢者の割合が一段と高まり、都市の「活

1989 年にピープルズ・プラン 21 世紀という国境を越えた人びと

力」が減退していくことが懸念されている。このため、
「定住人口」

のオールタナティブをめざすことを宣言しました。その具体的な

ではなく、交流人口を増やすことによって、地域の活力を高めて

実践の現場として、タイの河川流域での環境保全・住民のネット

いこうという意識が一般化しつつある。既に一部では「集客都市」

ワーク組織を手始めに、東ティモール、スリランカ、マレーシア

を目標に掲げる都市ももみられる。もともと都市とは不特定多数

での事業を始めました。

の人々が集う場であり、集積により新たな都市文化が生まれると

パルシックは地球に暮らす人と人の相互理解を助けるために、現

いわれ、「交流人口」をいかに多く獲得できるかに都市の浮沈がか

場を訪ね、交流し、現場からの情報をお伝えします。( パルシック

かっているともいえる。問題点として、定住人口は住民登録とい

HP より )

う確立された計測手段があるが、「交流人口」には確たる計測手段
がない。通勤・通学者については、国勢調査等の計測手段がある

（注：05.03.01）都市計画決定

が、「観光」に関しては、その計測手法がとりわけ確立されておら

地域地区、都市施設、市街地開発事業などのさまざまな都市計画

ず、きわめてあいまいである。有料施設の入場者数や鉄道・旅客

を正式に決定すること。都市計画には、地域地区、都市施設、市

船・航空機の乗降客数等から一定の計数を乗じて推計しているの

街地開発事業などさまざまなものがあるが、そのいずれもが地域

が実情であり、しかも基礎自治体での計測手法は統一されていな

の土地利用や地域の発展に大きな影響を及ぼすので、都市計画を

い。このため、手法の確立が課題となっている。さらに、近年で

決定するにあたっては詳細な手続きが法定されている。

はマルチハビテーションの考え方から、短期間居住者、長期滞在

都市計画の告示があった日において、都市計画は正式に効力を生

者という概念も生まれている。

ずることとされている（都市計画法第 20 条第 3 項）。また都市計

（Wikipedia より）

画の告示があった日から都市計画施設の区域内の制限、市街地開
発事業の施行区域内の制限、市街地開発事業等予定区域の区域内

（注：05.02.12）農と福祉のコラボレーション事業

の制限などが適用される。

不明

都市計画を決定する主体は「市町村」であるが、重要な都市計画
については「都道府県」が決定主体となる（不動産用語集 HP より）

（注：05.02.13）パルシック
特定非営利活動法人パルシックは、地球の各地で暮らす人と人が、

（注：05.03.02）アイトピア（アイトピア通り）

国家の壁を越えて助けあい、支えあい、人間的で対等な関係を築

石巻市の中央部に位置する商店街の通りで、さまざまな商店や病

くことを目指して活動する NGO です。国際協力とフェアトレード

院などが軒を連ねている。江戸時代 1616 年（元和 2）に川村孫兵

を主な活動内容としています――ただし、国と国の協力である国

衛重吉は伊達政宗公の命令により北上川の改修工事が行われ、米

際協力ではなく、市民と市民との協力と言う意味で民際協力と呼

を江戸に運ぶ千石船の拠点として栄えた。

んでいます。とくに外国の占領や侵略あるいは紛争の下で、近年

昭和の時代に、「大町」（おおまち）と改名し、後に石巻の商店街

増えている自然災害によって、自立的な発展を阻まれた人びとが

が大町へと発展してった。1987 年（昭和 62 年）に一般公募によ

暮らしを取り戻すことに協力する活動を重視します。

りアイトピアと改名したのち、2 つの町内会「大町会」と「中央銀

1999 年にアジアの一角、ティモール島の東半分で、インドネシ

座会」が合併を機に交流を開始し、1991 年（平成 3 年）にはアイ

ア軍と民兵による住民虐殺と収奪が起こった時に、医薬品を携え

トピア商店街振興組合を設立。2011 年（平成 24 年）3 月 11 日

て駆けつけたのが民際協力の始まりでした。その後、東ティモー

東日本大震災で発生し、津波の影響で多くの建物が損壊し、2014
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年（平成 26 年）2 月の現在では空き店舗や空き地が多く見られて

株主、債権者、仕入先、得意先、地域社会、行政機関など。

いる。（マキペディア HP より）

ステークホルダーの概念は、1963 年に米国 SRI インターナショナ
ルの内部のメモで初めて使われた。そこでは、ある組織にとって

（注：05.03.03）法定再開発

のステークホルダーを「そのグループからの支援がなければ、当

（注：03.03.07）参照。

該組織が存続し得ないようなグループ」と定義していた。この理
論は後に 1980 年代になってから、R・エドワード・フリーマン

（注：05.03.04）優建（優良建築物等整備事業）

(R. Edward Freeman) によって展開され、主唱されるようになった。

（注：03.03.10）参照。

以降、ビジネスの実践においても、また、経営戦略、企業統治（コー
ポレート・ガバナンス）、事業目的、企業の社会的責任の理論化に

（注：05.03.05）防災集団移転（防災集団移転促進事業）

おいても、広く受け入れられるようになっている。
（Wikipedia より）

災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居住に適当
でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するた

（注：06.01.02）こども環境学会

め、当該地方公共団体に対し、事業費の一部補助を行い、防災の

公 益 社 団 法 人 こ ど も 環 境 学 会（ 英 名 Association for Childrenʼs

ための集団移転促進事業の円滑な推進を図るものです。

Environment）は、こども達が明るい地球の未来を築いていけるよ

（国土交通省 HP より）

うに、様々な学問分野が連携して、「こどものための環境づくり」
をめざして 2005 年に設立された学会。

（注：05.03.06）丸亀町商店街

事務局を東京都港区東麻布 3-4-7 に置いている。

高松中央商店街において中心的な商店街。南北に伸び、この商店
街を境に以西がビジネス街、以東が繁華街や歓楽街である。高松

（注：06.01.03）夕張市

市の商店街で最も歴史が古く、高松を開拓した生駒親正により高

北海道空知地方の市。北海道の中央部に位置し、かつては石狩炭

松城築城と同時に造られた通りである。生駒親正は那珂郡丸龜（現

田の中心都市として栄えた。夕張メロンの産地として知られる。

在の丸亀市）の丸亀城に居住したが、徳川幕府からの「一国一城」

しかし、2006 年（平成 18 年）には深刻な財政難のあおりを受け、

の命に従い、高松玉藻城に移り丸亀から町人を連れて来て商売を

2007 年（平成 19 年）3 月 6 日をもって財政再建団体に指定され、

させたのが名前の由来。当時から現在に至るまで最も人通りが多

事実上財政破綻した。

く、また賑わいがある。幅員は狭いが、再開発後のビルを後退さ
せて建築することにより事実上の拡幅を推進している。

地名の由来はアイヌ語の「ユーパロ（鉱泉の湧き出る所）
」から。
（Wikipedia より）

現在は衣料品店が多く、書店などもあるため、老若男女を問わず
幅広い年齢層の人通りがある。高度経済成長の最盛期に比べ人通

（注：06.01.04）奥尻

りは減り、空き店舗も増えたため、現在北から順に再開発計画が

北海道奥尻郡奥尻町。（北海道南西沖地震）北海道南西沖地震は、

進行中である。土地の権利変換を行わず借地権による再開発を先

日 本 標 準 時 1993 年（ 平 成 5 年 ）7 月 12 日 午 後 10 時 17 分 12

導した事例としてしられている。（一部 Wikipedia より）

秒、北海道奥尻郡奥尻町北方沖の日本海海底で発生した地震であ
る。マグニチュードは 7.8、推定震度 6（烈震）で、日本海側で発

（注：05.03.07）専修大学（石巻専修大学）

生した地震としては近代以降最大規模。震源に近い奥尻島を中心

宮城県石巻市南境新水戸 1 に本部を置く日本の私立大学である。

に、火災や津波で大きな被害を出し、死者 202 人、行方不明者 28

1989 年に設置された。大学の略称は ISU、石巻専大、巻専（まき

人を出した（このため、奥尻島地震とも呼ばれる）。さらに、ロシ

せん）。 社会科学系が中心となっている専修大学とは異なり、自然

アでも行方不明者 3 人。奥尻島の震度が推定になっている理由は、

科学系（理工系）が中心の学科構成となっている大学である。専

当時の奥尻島に地震計が置かれていなかったためである。

修大学の系列校（同一法人）（Wikipedia より）
（注：06.01.05）北総研（北方建築総合研究所）
（注：05.03.08）AAC か AAA

地方独立行政法人北海道立総合研究機構

建築研究本部

北方建

再開発事業等における土地・建物等に関する権利関係を表す表現

築総合研究所。

AAA：土地所有者、建物所有者、建物占有者が同一人

道内唯一の建築、まちづくりに関する総合的な研究機関として、

ABB：建物所有者、建物占有者が同一人であり、土地所有者が別人

調査・研究、試験・評価、普及支援に取り組む。昭和 30 年に前身

AAC：土地及び建物所有者が同一人、建物占有者が別人

となる北海道立寒地建築研究所が設立されて以来、北海道の居住

ABC：土地所有者、建物所有者、建物占有者がそれぞれ別人

環境の向上を図るための取り組みを続けている。

AA-：土地及び建物の所有者が同一人で空家等
（注：06.01.06）花畑牧場
（注：06.01.01）ステイクホルダー

タレントの田中義剛が代表取締役社長を務め、生キャラメルの製

ステークホルダー（英 : stakeholder）とは、企業・行政・NPO 等

造販売事業で成長を遂げた。経営する牧場は本店所在地と同じ場

の利害と行動に直接・間接的な利害関係を有する者を指す。日本

所にあり、十勝地方の観光地の一つとなっている。食品事業では、

語では利害関係者という。具体的には、消費者（顧客）、従業員、

北海道内外で、花畑牧場ブランドの生キャラメルやアイスクリー
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ム・チーズ・プリン・菓子パン等を販売するショップや、その場

（注：06.01.11）金融経済

で食べることの出来るカフェなどをオープンしている。また、販

金融市場から見た経済活動。狭義には貨幣と金融資産との交換が

売されている物のすべてが花畑牧場内で生産されている訳ではな

行われる金融市場での取引、広義には貨幣の供給（マネーサプライ）

く、他の企業へ製造委託されている物もある。通信・ネット販売

と貨幣需要が均衡する貨幣市場での取引をさす。対義語は実体経

に力を入れており、通信販売専門チャンネルである QVC でも田

済。（はてなキーワードより）

中本人が出演し、さまざまな「花畑牧場」ブランドの商品を不定
期に紹介、販売している。インターネットでの販売も積極的に
行っており、楽天市場や Yahoo! ショッピングにも出店している。
（Wikipedia より）

（注：06.01.12）実態経済
現実の経済を財市場と労働市場に関わる部分と貨幣市場に関わる
部分に分けたとき、前者すなわち消費財や投資財の生産と分配に
関わる部分をさす。対義語は「金融経済（資産経済）」。1 つの国の

（注：06.01.07）炭住（炭鉱住宅）

実体経済の規模は、実質国内総生産で示される。（はてなキーワー

往時の石狩炭田や筑豊炭田などの炭鉱都市周辺には数多くの炭鉱

ドより）

住宅が存在した。これらは炭鉱会社により建設され、光熱費を含
め住宅費は無料であり、現物給与・福利厚生的な側面も強かった。
炭住（たんじゅう）との略称がよく用いられる。 かつては木造の

（注：06.01.13）デザインビルド
設計施工一括方式

長屋形式が主体であったが、戦後には急速にアパート形式の集合
住宅が建てられた。1916 年（大正 5 年）に建設された日本最初

（注：06.01.13）住宅ローン

期の鉄筋コンクリート造の高層アパートは三菱高島炭鉱（軍艦島）

「本人及びその家族」または「本人の家族」が居住するための住宅

の炭鉱住宅であった。

及びそれに付随する土地（一戸建て、マンション）を購入、新築、

多くは長屋の住宅団地街として存在していた炭鉱住宅は、1960 年

増築、改築、既存住宅ローンの借り換えなどを行うために金融機

代以降のエネルギー革命による石炭産業の衰退とそれにともなう

関から受ける融資のこと。

炭鉱労働者人口の減少などにしたがって、いずれも消滅あるいは

日本では徐々に上昇した物価および地価により、現在の持家購入

縮小の運命を辿ることとなった。取り壊しにより消滅したもの、

費用は、立地・延べ床面積・新築か中古かなど条件が異なるが数

廃屋として残るもの、あるいは公営住宅や改良住宅へと変貌を遂

百万〜億円単位と、国民の平均年収を大幅に超えるものが普通で

げたものなど、様々なその後が確認されている。

ある。住宅ローンはその購入資金を対象に融資を行う商品であ

北海道夕張市の夕張市石炭博物館、福岡県田川市の田川市石炭・

り、金利は低く抑えられ、返済期間の多くは 35 年までと長いの

歴史博物館、山口県宇部市の石炭記念館などにおいて、復元され

が特徴である。返済期間を長期とすることで毎月の返済額を低減

た炭鉱住宅を展示物として見ることができる。（Wikipedia より）

し、30 歳前後のサラリーマン世帯において定年退職時まで月収の
範囲内で返済を続けて行くことで、高額な持家の取得が容易となっ

（注：06.01.08）地方自治

た。住宅ローンを取り扱う取扱会社としては、普通銀行・信託銀

地方自治（ちほうじち）は、国の中に存在する地域・地方の運営

行・信用金庫・JA バンク・労働金庫など民間の預金取扱金融機関

について、地方の住民の意思に基づき行うことをいう。（Wikipedia

での取り扱いが主流である（ゆうちょ銀行では現状取扱が行われ

より）

ていない）。そのほか、長期資金の運用手段として国内資本の生命
保険会社（日本生命保険など）や、ジャックスなど信販会社、住

（注：06.01.09）地域自治

信ローン & ファイナンスなど不動産担保融資に特化したノンバン

地域自治区（ちいきじちく）は、日本において、市町村が、その

ク、現存する住宅金融専門会社である協同住宅ローンなど銀行以

区域内の地域に、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び

外でも取り扱われている。（以上、総称して「取扱会社」とする）

地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため設置する

2001 年には、米国で先行していた住宅ローン債権を MBS で証券

自治・行政組織の一つ。地方自治法第 202 条の 4 以下で規定され

化し、機関投資家へ売却することで融資資金を調達する新しい形

るものと市町村の合併の特例等に関する法律第 23 条以下で規定さ

態のモーゲージローン専業会社として、ソフトバンクファイナン

れるものの 2 種類がある。（Wikipedia より）

ス（当時）により「グッド住宅ローン（現：SBI モーゲージ）
」が
創業。2003 年に住宅金融支援機構が同様のスキームで円滑な資金

（注：06.01.10）コンパクトシティ

供給を行う「証券化支援事業（フラット 35）」が登場し、それの

コンパクトシティとは、都市的土地利用の郊外への拡大を抑制す

取扱いに特化したモーゲージローン専業会社が複数設立されてい

ると同時に中心市街地の活性化が図られた、生活に必要な諸機能

る（積水ハウス系の日本住宅ローンなど）。また、既存の預金取扱

が近接した効率的で持続可能な都市、もしくはそれを目指した都

金融機関においても、従来の住宅金融公庫融資の後継として、自

市政策のことである。

前の住宅ローンと並行して取り扱っている場合も多い。
（Wikipedia

類似した概念としては、アメリカにおける「ニューアーバニズム」

より）

や、イギリスにおける「アーバンビレッジ」などがある。（Wikipedia
より）

（注 07.01.01）シェアハウス
シェアハウスとは、ひとつの住居を複数人で共有することである。
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ハウスシェアリングとも言う。ルームシェアと違い、業者が介在

化槽では、
「ろ過」及び「凝集」による物理的処理および「脱窒機能」

し入居者を募る形態で十数人程度の比較的規模の小さいものから、

を用いて処理水質の高度化を図っているものもある。（Wikipedia

シェアアパートと呼ばれる規模の大きいものまである。
（Wikipedia

より）

より）
（注：07.02.03）崖近（崖地近接等危険住宅移転事業）
（注：07.01.02）グループホーム

災害の未然防止を図るため、がけ地の崩壊等による自然災害のお

グループホームとは、病気や障碍などで生活に困難を抱えた人た

それの高い土地から居住者自身の自助努力による住宅の移転を支

ちが、専門スタッフ等の援助を受けながら、少人数、一般の住宅

援し、国民の生命の安全を確保することを目的とした事業。建築

で生活する社会的介護の形態のことである。そこでは、地域社会

基準法第 39 条第 1 項又は第 40 条に基づく条例により建築が制限

に溶けこむことが理想とされる。集団生活型介護という言い方も

される区域等において、事業計画に基づく移転をおこなった場合、

ある。

除却費用、建築助成費用を限度額の範囲において補助する。
（国土
交通省 HP より）

（注 07.01.03）スマートシテイ
IT や環境技術などの先端技術を駆使して街全体の電力の有効利用

（注：07.02.04）十津川村の水害

を図ることで、省資源化を徹底した環境配慮型都市。再生可能エ

平成 23 年台風第 12 号に起因する豪雨により、特に紀伊半島（和

ネルギーの効率的な利用を可能にするスマートグリッド、電気自

歌山県・奈良県・三重県）において甚大な被害をもたらし、奈良

動車の充電システム整備に基づく交通システム、蓄電池や省エネ

県十津川村では川の増水による家屋の倒壊、流出などにより死者、

家電などによる都市システムを総合的に組み合わせた街づくりが

行方不明者１６人におよんだ。国道の土砂災害による寸断で、同

行われる。世界各地で実証実験が始まっており、日本でも京都府

村は一時全村孤立状態となった。（Wikipedia より抜粋）

関西文化学術研究都市 ( けいはんな学研都市 )、福岡県北九州市、
愛知県豊田市、神奈川県横浜市で官民一体での実証実験が進めら
れているほか、東京都が 2020 年までに実現を目指すとしている。
（知恵蔵 mini の解説より）

（注：07.02.05）重要伝統的建造物群保存地区（重伝建）
日本の文化財保護法に規定する文化財種別のひとつ。日本の市町
村が条例などにより決定した伝統的建造物群保存地区のうち、文
化財保護法第 144 条の規定に基づき、特に価値が高いものとして

（注：07.02.01）農業集落環境整備事業（農業集落排水事業）

国（文部科学大臣）が選定したものを指す。

家庭のトイレや台所から出た汚水を集め，きれいにして川に戻す
ための事業。汚水処理施設と管路等の整備が事業対象となる。昭

（注：07.02.06）WeAreOne 北上

和 48 年度より「農村総合モデル事業」の一部として始まり，昭和

石巻市北上町に、東日本大震災により壊滅的な被害を受けたこの

58 年度から「農業集落排水事業」が設けられ，本格的に行われる

地域の皆さんと一緒に「コミュニティー・なりわい・集落」これ

ようになった。現在は，地域自主戦略交付金の中で実施されてい

ら３つの再生を柱に、住民の女性を中心に活動している団体です。

る（宮城県 HP より）

（同 HP より）

（注：07.02.02）浄化槽

（注：07.02.07）農と福祉のコラボレーション

浄化槽（じょうかそう）とは、水洗式便所と連結して、屎尿（糞

（注：05.02.12）参照

および尿）および、それと併せて雑排水（生活に伴い発生する汚
水（生活排水）を処理し、終末処理下水道以外に放流するための

（注：07.03.01）タウンマネジメント

設備である（浄化槽法より）。

（注：07.03.04）参照。

現在の法律（平成 13 年改正以降）で「浄化槽」と言えば「合併処
理浄化槽」のことを指す（なお、法律改正前に設置されている単

（注：07.03.02）早稲田の佐藤さん（佐藤滋）

独処理浄化槽（し尿のみを処理する浄化槽）については「浄化槽

早稲田大学理工学術院

教授

とみなす」（みなし浄化槽）と分類している）。また、浄化槽の目

東京圏の高密市街地におけるまちづくりを出発点に，現在は地方

的として、旧法（改正以前）、および「廃棄物の処理及び清掃に関

城下町都市の再生、密集市街地での「事前復興のまちづくり」など，

する法律」および「清掃法」（浄化槽法施行前は同法が浄化槽につ

都市づくり，まちづくりの研究と実践，計画作成や指導にあたっ

いて、監理していた）では、汚水の衛生処理（伝染病の予防、蔓

ている。「まちづくり」はさまざまな演者が協働する創造活動であ

延の防止等）を目的としていたが、現法ではこれと併せて環境保

るとの基本哲学のもとで，「まちづくり市民事業」の組み立てによ

全についても目的としている。

る地域再生、都市・地域マネージメントのための支援技術として、

汚水の処理には、みなし浄化槽および小規模槽については、
「沈殿」

まちづくりシミュレーション手法など，住民参加によるまちづく

による固液分離機能と嫌気性と好気性の微生物の浄化作用を利用

りの方法の技術開発に取り組んでいる。（大学研究室の HP より）

している。中、大規模槽については、汚水中に含まれる固形分の「徐
さ」機能と「流量調整」機能、および好気性の微生物の浄化作用
および「沈澱」による固液分離を利用している。また、一部の浄
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日本都市

都市・地域計画の専門家、まちづくりに興味ある人、まち歩きの

（注：08.01.03）ISHINOMAKI2.0

好きな人など多様な人が参加してまちづくりで社会貢献しようと

ISHINOMAKI 2.0 は東日本大震災を経験した石巻というまちを、震

自主的に活動している組織。

災前の状況に戻すのではなく、新しいまちへとバージョンアップ

１ ９ ９ ４ 年 に 任 意 団 体 と し て 設 立 し、 ７ 年 間 の 活 動 を 経 て、

させるために 2011 年 6 月に設立されました。メンバーには地元

２００１年８月に特定非営利活動法人 ( ＮＰＯ ) となった。広くさ

の若い商店主や NPO 職員をはじめ、建築家、まちづくり研究者、

まざまな視点に立って協力しあい都市・地域づくりについて調査・

広告クリエイター、Web ディレクター、学生など様々な職能を持

研究し各方面に啓発・提言・支援をし、その人材を育てるなどの、

つ専門家が集まっています。震災後、ジャンルに縛られない多種

豊かで魅力的な空間と文化を創造して公益の増進に寄与すること

多様なプロジェクトを実現させてきました。石巻に元からある

を目的に活動を進めている。（同 HP より）

リソースを丁寧に拾い上げ、全国のありとあらゆる才能と結びつ
けて今までになかった新しいコミュニケーションを生み出してい

（注：07.03.04）ＴＭＯ

ます。ISHINOMAKI 2.0 は常にオープンな集団です。石巻の内外の

タウンマネージメントオーガニゼーション

人々を巻き込みながら、すべての人がまちづくりの主役となるよ

中心市街地における商業まちづくりをマネージメント（運営・管

うな仕組みをつくりだそうとしています。石巻のバージョンアッ

理）する機関をいう。様々な主体が参加するまちの運営を横断的・

プが、日本のバージョンアップのモデルになることを目指してい

総合的に調整し、プロデュースするのが役割である。1998 年の

ます。（同 HP より）ラウンドテーブル

「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体

ピリオド１

テーブル C

参照。

的推進に関する法律（略称：中心市街地活性化法）」における中心
市街地活性化策の目玉として導入された。TMO 構想を作成し、こ

（注：08.01.04）シェアハウス

の構想について適当である旨の市町村の認定を受けたものを認定

（注：07.01.01）参照

構想推進事業者、いわゆるタウンマネージメント機関としている。
なお、この場合「マネージメント」と長音表記が正式な表記である。
（Wikipedia より）

（注：08.01.05）都市計画家協会
（注：07.03.03）参照

（注：08.01.01）慶長津波
慶長の大津波。慶長三陸地震（けいちょうさんりくじしん）は、
江戸時代の初期、現在の岩手県三陸沖（北緯 39 度、東経 144.4 度）
を震源として発生した地震。地震の規模を示すマグニチュードは
推定 8.1。ただし、震源や地震の規模については諸説ある。1611
年 12 月 2 日（慶長 16 年 10 月 28 日）
、巳刻過ぎ（10 -11 時頃）
大地震、昼八ツ時（午後 2 時頃）に大津波（現地時間）と記録さ
れている。『武藤六上衛門所蔵古大書』には「大地震三度仕」とあ
り、3 度大きく揺れたことになる。当時、日本を探検中のビスカ
イノらも、奥州沿岸の測量中に地震と津波に遭遇し、その記録を
残している。津波の波源域は 1933 年（昭和 8 年）の昭和三陸地
震とほぼ重なる。この地震において、現在の三陸海岸一帯は強震
に見舞われたが、太平洋側沿岸における震度は 4 - 5 程度と推定さ
れ、地震による被害はほとんどなく、津波による被害が大きかっ
たことから津波地震と推定されている。この地震による津波被害
は「慶長三陸地震津波」あるいは「慶長三陸津波」とも呼ばれて
いる。さらに、この地震の 7 年前には同じく津波地震と考えられ、
東海・東南海・南海のトラフ寄りが震源とされる慶長地震があった。
なお、地震が発生した当時は「三陸」という言葉は存在しなかった。
（Wikipedia より）
（注：08.01.02）国土強靭化
国土強靱化（ナショナル・レジリエンス）、防災・減災の取組みは、
国家のリスクマネジメントであり、強くてしなやかな国をつくる
ことです。また、日本の産業競争力の強化であり、安全・安心な
生活づくりであり、それを実現する人の力を創ることです。国民
の命と財産を守り抜きます。（内閣官房 HP より）
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